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「緊急災害対策等に係る相互連携協定」が締結されました（４月５日）

2016年度宮城県生協連会員生協「総代会・総会」日程
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檀崎祐夫理事「生活習慣にチャレンジ！」

宮城県生協連の活動
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・宮城県生協連第46回総会（2015年度）第4回理事会報告
・「2015年度冬灯油精算価格」
「2016年度夏灯油暫定価格」
を決定しました
・
「第54回全国消費者大会」参加報告
・宮城県認証評価制度検討報告書を提出しました
・「東京電力福島第一原発事故対策みやぎ県民会議幹事会」参加報告
・東北6県の生協連と東北労働金庫「緊急災害対策等に
係る相互連携協定」締結
・
『2015年家計調査のまとめ』『2015年消費税しらべ』
について記者発表しました
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●会員生協出資金合計…338.3億円

●会員生協事業高合計…1,165.7億円（2015年度）

県連役員エッセイ

「生活習慣にチャレンジ！」
宮城県生協連理事

檀崎

祐夫

（松島医療生活協同組合専務理事）

東日本大震災直後から、山﨑

生活そのものに大きく関わって

刺身に「ちょっとかけスプレー

所長が一人で始めたウォーキン

いると言われています。病気を

0.1ml」、納豆に「ワンプッシュ

グは、毎週月曜日の就業後、常

予防し、健康維持していくため

しょう油差 0.5ml」等グッズの

連の約 5～8 人の職員で継続し

の自覚的な生活習慣を身に付け

活用や、カップ麺は粉末スープ

て行われています。瑞巌寺、五

る事が大変重要だと思います。

の半分を捨てるなど、
「すこしお

大堂、福浦島等日本三景散策、

日本医療福祉生協連は、以下

生活（少しの塩分ですこやかな

地元の人しか知らない名勝まで、

の「8 つの生活習慣と 2 つの健

生活をめざす）」に挑戦していま

四季ともにウォーキングしてい

康指標」を提唱しています。

す。

ます。振り返ると、このウォー
キングは職員の習慣となってき

今、私は適度な運動を生活に

歳を重ねれば重ねるほど「習

取り入れる目標を持ち、マイカ

慣で行動する傾向が強くなって

ー通勤から、マイカーと電車・

くる」と言われています。習慣

現在の疾病は、食事や労働、

徒歩を併用する通勤に変えまし

を変える、新しい習慣を身につ

ストレスや運動不足など、日常

た。また、減塩食事をめざして、

けるのは困難なことと思われま

ています。

すが、ウォーキングのようにさ
■８つの生活習慣
①生活リズムを整え快適な睡眠をとる。
②心身の過労を避け十分な休養をとる。
③禁煙にとりくむ。
④過度の飲酒をしない。
⑤適度な運動を定期的に続ける。
⑥低塩分、低脂肪のバランスのよい食事をとる。
⑦間食せず、朝食をとる規則正しい食生活をする。
⑧1 日 1 回以上汚れを落とし切る歯磨きをする。
■２つの健康指標
①適正体重、適正腹囲を維持する。
②適正な血圧をめざす。

さやかなことをグループで取り
組み継続する事が、個人の習慣
を変えたり、新しい習慣を身に
つけるきっかけになり、習慣化
していくことにつながってくと
思っています。
2016 年度は、
「8 つの生活習慣
と 2 つの健康指標」を組合員に
広め、組合員の健康づくりに役
立つ生活習慣を身につける運動
に取り組んでいきます。

宮城県生協連の活動
● 宮城県生協連第 46 回総会（2015 年度）第 4 回理事会報告
第 4 回理事会は、3 月 15 日
（火）午後 1 時 30 分より、フォ
レスト仙台 5 階会議室において
開催され、理事 12 人、監事 2 人

加藤房子常務理事より提案が

の受託検討報告、NPO 法人消

あり、協議しました。

費者市民ネットとうほく活動
報告について、野崎和夫専務

【専務理事専決事項の報告】
2015 年度冬灯油暫定価格

理事よりあり、全員異議なく
了承しました。

再改定について、野崎和夫専

が参加しました。
議長に宮本弘会長理事を選任

３．消費者行政の充実強化をす

務理事より専決したことの報
告があり、全員異議なく了承

すめる懇談会みやぎ活動報告、

しました。

消費税率引き上げをやめさせ

【議決事項】

【報告事項】

る活動について、加藤房子常

１．第 47 回通常総会関係事項決

１．東日本大震災からの復旧・

務理事より報告があり、全員

定の件について、野崎和夫専

復興に向けての取り組みにつ

務理事より提案があり、可決

いて、出席した理事より報告

承認されました。

がありました。

し、議事に入りました。

異議なく了承しました。
４．NPO 法人介護サービス非営
利団体ネットワークみやぎの

２．2015 年度政党懇談会報告、

活動について、鈴木由美常務

定の締結の件について、野崎

2015 年度生協役職員研修会

理事より報告があり、全員異

和夫専務理事より提案があり、

報告、協同組合こんわ会活動

議なく了承しました。

可決承認されました。

報告、TPP から食とくらし・

２．東北労金との災害時連携協

【文書報告事項】

いのちを守るネットワーク宮

生協連活動報告、行政・議

第 47 回通常総会議案書（第

城活動報告、平和・憲法９条

会関連報告、各種委員・共催・

1・5 号議案「2015 年度事業

関連報告、宮城県認証評価制

後援依頼・広告協賛等につい

報告・2016 年度事業計画」、

度検討業務（県委託事業）の

て、文書により報告があり、

総会決議案）第 1 次協議の件

報告及び「みやぎ介護人材を

全員異議なく了承しました。

について、野崎和夫専務理事、

育む取組宣言認証制度」事業

【協議事項】

● 「2015 年度冬灯油精算価格」「2016 年度夏灯油暫定価格」を決定しました

≪2015 年度冬灯油精算価格≫

≪夏灯油暫定価格≫

2015 年度冬の生協灯油精算価格を以下のように決定し、
暫定価格との差額 1 ㍑当り 5.0 円・1 缶 18 ㍑当り 90 円の割戻しを行います。（税込）
期 間

9/28～12/20
１㍑
１缶 18 ㍑

お任せ給油

73.0 円

1,314 円

12/21～1/31
１㍑
１缶 18 ㍑

66.0 円

1,188 円

１㍑

2/1～4/29
１缶 18 ㍑

55.0 円

夏灯油暫定価格は、お任せ
給油のみとなります。仕入価
格の変動により、暫定価格を
変更することがあります。

990 円

（税込）
2016 年 5/2～9/23

個

缶

74.0 円

1,332 円

67.0 円

1,206 円

56.0 円

1,008 円

①シーズン通し平均価格⇒１㍑ 62.10 円・18 ㍑１缶 1,118 円
②800 ㍑以上利用された方のシーズン通し平均価格⇒1 ㍑ 61.10 円・18 ㍑ 1 缶 1,100 円

１㍑

１缶 18 ㍑

66.0 円

1,188 円

宮城県生協連の活動

●「第 54 回全国消費者大会」参加報告
「第 54 回全国消費者大会」が、

を考えよう」～台所からみた

3 月 11 日（金）～12 日（土）に

TPP～）、社会保障（どうなる！

主婦会館プラザエフにおいて、

日本の社会保障～医療・介護の

「民主主義をあきらめない！～

あり方を問う～）の 4 つのテー

消費者の対話、選択、行動で一

マで開催されました。

歩前へ～」をテーマに開催され
ました。

特別分科会は、「5 年目の 3.11
被災地の実態から日本を考え

全国各地から、3 月 11 日の分

る」をテーマに開催され、野崎

科会にはのべ 236 人、特別分科

和夫専務理事が「東日本大震災

会には 103 人、12 日の全体会に

被災地宮城からの報告」を行い

して、上智大学教授の中野晃一

は 150 人の参加がありました。

ました。

さんから講演いただきました。

被災地報告をする野崎専務理事

分科会は、消費者政策（未来

全体会では、板東久美子消費

消費者としてどのように消費

をつくる消費者市民社会～今、

者庁長官に来賓としてご挨拶を

者の意見を政治に届け、消費者

私にできること～）、環境（気候

いただきました。

の権利を確立し、くらしを守っ

変動対策（パリ協定）と電力自

その後、「民主主義の再生と

由化）、食（「食のグローバル化

新たな政治参加への希望」と題

ていくか、考え合う大会となり
ました。

● 宮城県認証評価制度検討報告書を提出しました
宮城県生協連は、宮城県より

において、
「第 1 回宮城県介護人

「検討会」は 5 回開催され、

「平成 27 年度宮城県認証評価

材確保協議会」が開催され、介

宮城県認証評価制度の運営及び

制度検討業務」を受託し、3 月

護人材育成等に取り組む事業所

制度設計、みやぎ介護人材を育

17 日（木）宮城県庁において、

の認証評価制度実施事業を行う

む取組宣言認証制度（第 1 段階）

「宮城県認証評価制度検討報告

こと、これを宮城県介護人材確

認証項目等の決定を行い、報告

書」を宮城県保健福祉部長寿社

保協議会職場環境改善部会が担

書をまとめ、宮城県に提出まし

会政策課あてに提出しました。

当することを確認しました。

た。

宮城県は、厚生労働省の「2025

その後、宮城県介護人材確保

年に向けた介護人材の確保～質

協議会職場環境改善部会が開か

と量の好循環の確立に向けて

れ、部会長に高橋誠一さん（東

～」を受け、平成 27 年度中に介

北福祉大学教授）、部会取りまと

護人材育成認証評価事業を検討

め役に入間田範子さん（元宮城

する会を設置し、認証評価項目

県生協連常務理事）とし、
「宮城

及び本事業の効果的な進め方を

県認証評価制度検討会」を立ち

検討することを決めました。

上げ、事務局を宮城県生協連と

昨年 4 月 24 日（金）宮城県庁

することとしました。

報告書を提出する高橋誠一部会長（左）

宮城県生協連の活動

●「東京電力福島第一原発事故対策みやぎ県民会議幹事会」参加報告
東京電力福島第一原発事故対

ホテル白萩において、県民会議

定及び線量低減対策について報

策みやぎ県民会議は、原発事故

の「平成 27 年度幹事会」が開催

告がありました。

に伴う放射性物質汚染に対する

されました。県民会議構成団体

総合的な対策の検討や情報共有

から 44 人の参加がありました。

決センターより、紛争解決セン

などを行うため、県内の産業界

今回は、宮城県より「東京電

ター活動の概要及び県内の和解

や消費者団体、有識者、自治体

力福島第一原子力発電所事故被

事例について、東京電力(株)より、

等を構成員として設置されてい

害対策実施計画（第 2 期）」に基

福島第一原子力発電所事故対応

ます。

づく平成 28 年度の実施事業、県

及び損害賠償状況について報告

内の放射線・放射能に関する測

がありました。

3 月 24 日（木）午後 2 時から、

また、原子力損害賠償紛争解

● 東北６県の生協連と東北労働金庫「緊急災害対策等に係る相互連携協定」締結
東北 6 県の生協連と東北労働
金庫は、「緊急災害対策等に係
る相互連携協定」を締結しまし
た。
東北６県の各県生協連会長理
事 6 人と東北労働金庫の髙橋壽
理事長の参加のもと、「協定締

協定の目的や意義について話さ

域、組合員の暮らしを守り、相

れました。

互の事業活動の円滑な推進に資

続いて、東北労働金庫髙橋壽

することを目的としています。

理事長より、共助組織として協

この協定の締結を機に、具体

同組合間協同をすすめていきた

的な災害対策についての情報交

い旨の挨拶がありました。

換・協議を行い、常時・非常時

その後、協定書を取り交わし、

結式および記者発表」が、4 月 5

記念撮影しました。また、取材

日（火）仙台ガーデンパレスに

いただいたマスコミとの質疑応

おいて行なわれました。各県生

答が行われました。

協連、東北労働金庫、日本生協

協定は、大規模自然災害等の

連、全国労働金庫協会等の関係

発災に際して、協同組合間協同

者 25 人が参加しました。

の一環として災害緊急対策や復

はじめに、生協側を代表して

旧・復興支援活動等について相

宮本弘会長理事より挨拶があり、

互に協力・連携することで、地

の協力体制を強化していきます。
（協定書後掲）

生協連を代表して挨拶する宮本会長理事
協定に定める協力内容
１.大規模自然災害発災の際の協力事項や提供できる資源・機能等について、日常
的に情報交換に努め、協議の上で必要な支援策をとる。
２.大規模自然災害の際には情報交換し、各々の事業に基づく緊急支援を行う。
また、地域のネットワークを活かした協同企画（交流会や融資相談会等）を積極的
に行い、復旧・復興に向けて被災地域・組合員を支援する。
３.大規模自然災害発生の際に、東北 6 県生協連の会員生協が事業を継続するため
の資金が必要になった場合、その対応について協力する。

協定を締結して握手を交わす
宮本会長理事と東北労金髙橋理事長

宮城県生協連の活動
●『2015 年家計調査のまとめ』『2015 年消費税しらべ』について記者発表しました
4 月 14 日（木）県政記者会に

果について、「社会保険料の増

おいて、宮城県生協連の家計モ

加で手取り収入が減少するため、

ニターによる『2015 年家計調査

私的保険の見直しを行い節約し

のまとめ』と『2015 年消費税し

ている。消費税増税の影響によ

らべ』についての記者発表を行

り、大型家電や自動車の購入を

いました。

控え消費支出を抑えた」と説明

はじめに、加藤房子常務理事

しました。『年間消費税しらべ』

多くのマスコミから取材がありました

から、生協の家計簿を使った家

については「前年より 46,235 円

計モニター登録 218 世帯による

増加し、すべての年代で増えて

税金や社会保障制度が、私たち

家計調査の概要と 2015 年（1～

おり、特に年金世帯には大きな

の暮らしに密接な関わりがある

12 月）の特徴について、「消費

負担になっている」と説明しま

ことが実感できます。

税 8％や食料品の値上がりがあ

した。

今後も暮らしの実情を分析し、

っても消費は減少している。収

私たちの暮らしは、社会と密

入が増えないなかで、消費支出

接な関わりを持っており、税金

を減らし貯蓄を増やしている傾

や社会保障制度の変化や経済情

向がある。税金・社会保険料は

勢の変化は、家庭にも大きな影

右肩上がりで、手取り収入は減

響を及ぼします。暮らしを良く

少している」と説明しました。

するためには、現状を把握する

続いて、みやぎ生協家計担当

ことが重要です。収入を総支給

事務局の佐藤啓子さんから、
『く

額で把握し、家計簿をつけるこ

らしのひろば 2015 年』の集計結

とで景気の動向や物価の動き、

発信していきます。

「2015 年消費税しらべ」より
万
円
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みやぎ生協

●「3.11 東日本大震災を忘れないつどい」を開催
3 月 11 日（金）みやぎ生協文
化会館ウィズにおいて、
今年で 5
回目となる「3.11 東日本大震災
を忘れないつどい」を、約 200
人の参加で開催しました。これ
は、東日本大震災で亡くなられ
た方々や行方不明者を追悼し、
震災を忘れず、被災者・被災地
の現状や課題を認識するととも
宮本弘理事長（左） 日本生協連浅田克己会長（右）

に、被災者支援、被災地復興支
援の継続を確認することを目的

寺田正志様、(株)阿部長マーメイ

に、毎年開催しています。

ド食品仙台営業所課長山田洋平

来賓として日本生協連の浅田

様にお越しいただき、震災から

克己会長とコープこうべの本田

立ち直っていくための取り組み

英一組合長理事をお迎えし、日

などについてご報告いただきま

本生協連とコープこうべからの

した。

変わらぬ支援の継続と、支援を

また同日、ウィズ１階の「東

リニューアルした
「東日本大震災学習・資料室」

通じて再認識された生協の役割

日本大震災

学習・資料室」を

一度お越しいただいたことが

についてお話がありました。

リニューアル・オープンしまし

ある方も、どうぞお立ち寄り下

た。展示内容を一新し、震災当

さい。

時の写真や映像を増やしました。

（機関運営部広報課 河端真唯）

こ こ ん とうほく

「古今 東北 」の製造業者であ
る(株)ミヤカン代表取締役社長

こ こ ん とうほく

● 食のみやぎ復興ネットワーク 新ブランド「古今 東北 」～商品の紹介～
食のみやぎ復興ネットワーク

れます。震災被害を乗り越えて

の活動から生まれた新ブランド

設備を復旧させた生産者が丹精

こ こ ん とうほく

「古今 東北 」は、震災復興と地

込めて育てています。商品化し

宮城県産海苔使用

域振興への思いを込めて東北の

たのは福島県相馬市の焼き海苔

パリッと寿司はね

美味しさを届ける商品です。

メーカーです。宮城の生産者と

「宮城県産パリッと寿司は

福島の加工業者の、被災地地域

ね」が新登場しました。宮城県

復興にかける思いを紡いだ商品

は全国 6 位の海苔の産地で、親

です。みやぎ生協店舗で販売中

潮と黒潮が出会う海から栄養た

です。

っぷりの美味しい海苔が収穫さ

（事務局

藤田孝）

（8 枚：198 円＋税）

色つやが良く味わい深い宮城県産の海苔を、
遠赤外線で丁寧に焼き上げました。
おにぎりや巻物に適した美味しい海苔です。
東北の美味しさを味わえる逸品です。
※東北協同（2015 年４月設立：みやぎ生協の子会社）が
開発しています。

東日本大震災
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生協あいコープみやぎ

● 「3.27 ＮＯ ＮＵＫＥＳ ＰＡＲＡＤＥ！」～原発イラナイ 命が大事～
3 月 27 日（日）勾当台公園市

原発再稼働は深刻な問題であ

民広場において、女川原発の再

り、深刻な顔で語るべきもの。

稼働に反対する「ノーニューク

でも、深刻ばかりでは人の心は

スパレード」が 3.27 パレード実

動かない。美しい歌声や、あい

行委員会の主催で行われました。

コープ理事も参加する『みやぎ

全く収束しない原発事故で、

割烹着～ず』のはじけるダン

今なお苦しむ人々の心を無視し

ス！ステージを見た参加者は、

て原発を再稼働させていこうと

明るく前向きな気持ちで、未来

する政府に怒りを抱く約 600 人

を夢見て脱原発を叫ぶことがで

が集まり、一番町の街を「原発

きたと思います。

要らない！」「女川原発再稼働

『豊かさ』は安全の上に成り

するな！」と声を合わせ歩きま

立つべき。危うい豊かさは、ま

した。同じものを望む人々の集

やかしです。それを実感し、今

まり、そのパワーは『心強い』

後の活動に自信を持って取り組

の一言でした。

みたいと思う一日でした。

パレードの様子

みやぎ割烹着～ず

（脱原発委員

鈴木真奈美）

みやぎ県南医療生協

● 被災地に医療生協の仲間づくりを！
震災から 5 年目となった 3 月

からつくることへの不安が大き

12 日（土）に、山元町の仮設住

い。生かされた喜びを胸に前を

宅など 3 か所での定例支援（健

向いて生きていきたい」と涙を

康チェック、健康体操など）や

流し話されていました。

花釜区の訪問活動を、神戸医療

花釜区訪問では、「身内を亡

生協、大阪きづがわ医療生協、

くし、自分自身をせめている」

みやぎ県南医療生協のスタッフ

「忘れないでほしい。関心を持

が課題。また、風化させない努

33 人で行いました。

ってほしい。私たちのことを。

力が必要だ」と感想が寄せられ

ナガワ仮設では、「8 月末に

原発のことを」と訴えていまし

ました。これまで築いてきた信

は全員転居になる。山元町は自

た。また「医療生協の秋まつり

頼関係を力に、引き続き定期的

主財源がなく災害公営住宅も毎

楽しみにしています」という声

な支援活動や「秋まつり」を継

年値上がりする。生活再建こそ

も多く聞かれました。

続し、医療生協の仲間づくり、

必要だ」「災害公営住宅へ移る

スタッフからは、「衣食住の

が、新しい環境と人間関係を一

安定、地域コミュニティづくり

スタッフ活動報告交流会の様子

組織づくりをすすめていきます。
（常務理事

児玉芳江）

東日本大震災
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大学生協東北事業連合

●「未来の大学生応援募金」～ふたば未来学園へ贈呈～
ふたば未来学園高等学校は、

大学生応援募金」から義援金 35

原発事故の影響による郡内 5 校

万円と、福島大学生協から提供

の休校・募集停止に伴い、各校

いただいた電子辞書 30 台を贈

の伝統を継承しながら先進的な

呈しました。

学びを実践していく高校として、

当日は丹野純一校長が迎えて

2015 年４月に双葉郡広野町に

くださり、震災と原発事故とい

開校しました。地域の役に立ち

う未曽有の災害を体験した高校

たいという高い志や目標を持っ

として、「変革者たれ」という

地域での様々な活動について説

た中学生 152 人が入学しました。

建学の精神の下、新しい生き方、

明いただき、新しい高校の教育

大学生協東北ブロックでは、2

新しい社会の建設をめざし「自

理念が生き生きと進められてい

月 24 日（水）に、開校から間

立」「協働」「創造」を校訓と

る様子を知ることができました。

もなく一年を迎えるのを機に、

した教育活動についてお話をい

（大学生協東北ブロック

震災復興・再生タスクの板垣乙

ただきました。また、生徒たち

未生代表らが訪問し、「未来の

が自主活動している教室を拝見、

目録を贈呈する震災復興・ 再生タスク
の板垣乙未生代表（左）

五十嵐のり子・田中康治）

宮城県高齢者生協

●「3.11 震災を振り返って、語り合うつどい」
東日本大震災から 5 年目の 3

という体験、ストレスがたまる

月 5 日（土）ひなたぼっこ石巻

避難生活の日々だったというお

において、山形高齢協から 6 人、

話、お嫁さんのお父さんが津波

仙台から 20 人、石巻地元組合員

の犠牲で亡くなり 2 人で抱き合

40 人、計 60 人を越える参加者

って泣いた体験談に、持ち時間

で、「震災を振り返って、語り

をはるかに越える程さまざまな

合うつどい」を開催しました。

想いをお話ししてくださり、涙

被災当時の体験談を話す組合員さん

丹野幸子理事長の挨拶の後、4

を誘われる場面もありました。

人の方から体験談「あの日あの

後半、ひなたぼっこ「歴史を

時」を語っていただきました。

語る会」神農太三郎さんの「石

の皆さんの演奏の後、穏やかな

雄勝町で津波の被害で家を流

巻日和山公園の記念碑」の講話

日和に恵まれ、外のテーブルを

され、避難所では孫のミルクを

に続き、山形高齢協菅原丈男理

囲んで和やかな昼食会となりま

手に入れるのに苦労したという

事長から山形高齢協の組合員さ

した。決して忘れてはいけない

お話、車椅子の夫と近所の人の

んによる心温まる手作りのポケ

あの日を心に刻んだ 1 日でした。

手助けを借りて津波から逃げた

ットティッシュ入れが参加者に

プレゼントされました。
石巻で活躍の「おやじバンド」

（事業部長

菅野俊明）

東日本大震災
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東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター

●「東日本大震災 5 周年のつどい」
東日本大震災復旧・復興支援

した。5 年間の活動をふまえ、

みやぎ県民センターでは、4 月 9

未来への希望をこめて演奏され

日（土）仙台市戦災復興記念館・

ました。モーツアルト、バッハ

記念ホールにおいて、「東日本

の曲から「荒城の月」「斉太郎

大震災５年のつどい」を開催し、

節」など、心に響く演奏となり

150 人が参加しました。

ました。

はじめに、村口至代表世話人

次に、綱島不二雄代表世話人

より開会挨拶の後、杜の弦楽四

から基調報告「復興の 5 年間を

重奏団による「復興コンサート

検証する」が報告されました。

復興コンサートの様子

されました。最後に、青木正芳

～音楽の力を、生きる力に～」

その後、医療費窓口負担免除

が行われました。これは「公益

に関する問題、高台移転、防潮

財団法人音楽の力」による復興

堤をめぐる雄勝のまちづくりの

震災 5 年目にあたり、被災者

センター・東北の協力により、

問題、水産加工業工場再建の取

の力・希望がそれぞれの地域を

演奏が行われました。震災後、

り組み、福島原発事故損害賠償

支えていることを確認するとと

数多くの音楽家が被災地に出向

請求の問題、放射性廃棄物最終

もに、力を合わせて復旧復興に

き、人々のもとへ音楽を届け、

処分場建設問題、子どもたちの

取り組んでいくことを確認する

たくさんの涙と笑顔に出会いま

心のケアの取り組みなどが報告

「つどい」となりました。

こうべ＆みやぎからのメッセージ
冊子『将来の“自然災害”に備える』発行
みやぎ生協とコープこうべは、阪神・淡路大震災から 20 年、東日本
大震災から 5 年の年を迎え、あらためて減災・防災について考え、取
り組むきっかけになることを願い、『将来の“自然災害”に備える』と
いう冊子を発行しました。本冊子は、コープこうべが阪神・淡路大震
災 10 年の節目に作った『こうべからのメッセージ』『今、グラッと
きたら… （復刻版）』 という冊子に、東日本大震災で得られた教訓
やみやぎ生協メンバー(組合員）の体験等を新たに加えて再構成したも
のです。
一般の方は、みやぎ生協店舗（5 月 28 まで）やメンバーが運営して
いるイベントなどで入手できるほか、みやぎ生協ホームページからも
ダウンロードが可能です。4 月に熊本県と大分県で大規模な地震が発
生しました。みやぎ生協では、このような災害に備えるため、被災地
だけではなく全国的にこの冊子を活用していただけるように広めてい
ます。
【お問合せ】みやぎ生活協同組合・生活文化部 TEL:022－347-3826

代表世話人より閉会挨拶があり
ました。

会員生協だより
みやぎ生協

● みやぎ生協初のオリジナルキャラクター「こやぎのみやぎちゃん」が誕生しました！
みやぎ生協のイメージアップ
のためオリジナルキャラクター
「こやぎのみやぎちゃん」が、

ホームページ
http://www.miyagi.coop/miyagichan/

誕生しました！

っています。メンバーの声を届

これまで、日本生協連の「ラ

ける「声の配達員」として、相

ブコ」や共済連の「コーすけ」

棒の文鳥「はこぶんちょう」と

がイベント等で登場してきまし

一緒に頑張っています。

たが、みやぎ生協のキャラクタ

3 月 6 日（日）ユアテックス

ーを作ることで、内外の広報で

タジアムで行われた J1 開幕戦

登場させることができるように

のセレモニーで着ぐるみが初登

なりました。

場し、幼い子どもたちを中心に

「みやぎちゃん」はメイプル

「かわいい」「真っ白できれい

クッキーが大好きなヤギの女の

だね」と大好評です。イベント

子。ハートのポシェットの中に

の他、ホームページやチラシ、

は、メンバー（組合員）からの

グッズなどでも続々登場してい

あたたかいお便りや生協からの

ます。

嬉しいお知らせがたくさん詰ま

（機関運営部広報課 河端真唯）

生協あいコープみやぎ

● 学習会「電力小売自由化で何を変えられるか」
電力小売全面自由化を目前に

的な疑問がまず解消されました。

控えた 3 月 29 日（火）、仙台市

さらに送電網の仕組み上、100％

市民活動サポートセンターにお

再生可能エネルギーだけの電気

いて、環境エネルギー政策研究

は選べないが再生可能エネルギ

所事業マネージャーでエネシフ

ー比率の高い電気は選びうる事、

みやぎ代表の浦井彰さんを講師

しかし各社が小売りする電気の

に迎え学習会を開催しました。

電源構成に関する情報開示が十

定員 50 人を超える参加を頂き、

分ではないので消費者側からの

この問題への関心の高さが伺わ

働きかけが必要である事、そし

た電気が選べるようになる事は

れました。

て情報収集を続け状況を見定め

チャンスであり、消費者の選択

て選択する大切さが分かりまし

が社会を変え得るとの浦井さん

た。

の力強いメッセージを多くの方

浦井さんのお話から「あわて
て契約変更をしなくても停電す
る訳ではない」「既存の送電網

日本の再生可能エネルギー導

を利用するので新たな電線は必

入比率は、OECD 中 22 位。今

要ない」など一般消費者の基本

まで消費者は選びようがなかっ

浦井彰さんによる学習会の様子

に伝えたいと思いました。
（脱原発エネシフ委員長
後藤咲子）

会員生協だより
宮城大学生協

●「ＭＹＵスタートパーティ」の取り組み
宮城大学生協では、毎年新入

に、グループに分かれてゲーム

生を迎える取り組みとして

感覚の企画を行ったり、学食の

「MYU スタートパーティ（通

プレ体験なども行いました。

称：ミュースタ）」を企画開催

初めは会話も少ない雰囲気で

しています。今年は 3 月 30 日

したが、時間が進むにつれ会話

（金）に開催しました。

も増えてきて、最後には LINE

ここ数年、県外からの入学者

のやりとりをし合うほどに仲良

が少しずつ増えているため、同

くなるグループがほとんどでし

じ町や同じ高校から入学する友

た。

だちがいないことで、うまくな

「学科や学部の壁を越えて友

じめるか不安な想いを持ってい

達づくりの第一歩の場」を提供

る学生もいます。大学生活が始

できたのではないかと考えてい

まる前にそんな不安な気持ちを

ます。今後の生協活動へ繋げて

少しでも取り去ってもらい、多

いけるように頑張っていきます。

くの友だちづくりができるよう

（専務理事

たくさんの参加者で賑わいました

学生委員会が主催しました

井上養明）

大学生協みやぎインターカレッジコープ

●「キャンパスを超えた学び合いと交流を目指して」
大学生協みやぎインカレは、

現在までに、1 高専 3 大学 5

テーマのある旅募集・健康チェ

2000 年 2 月に設立し、今年で

キャンパスに 6 つの店舗と 4 つ

ック・自転車無料点検会」を行

16 年目を迎えました。

の食堂があり、組合員数 4,600

っており、各キャンパスでは「オ

人、事業規模は約 4 億円です。

ープンキャンパス・新入生歓迎

宮城県内の大学生協のない、
大学・短大・高専・専門学校を

大学や高専と災害時協定も締

対象（学生は 16 歳から 22 歳ま

結し、魅力あるキャンパスづく

大学生協としての運営は大変

で）に活動しています。

り、組合員の生活と文化の向上

ですが、いろいろの学校が参加

をすすめています。

した生協なので、理事会や日常

キャンパス間の距離は、

的な取り組み交流を通じて学校

10km から 25km も離れていま

を超えて切磋琢磨しています。

すが、非常時にはキャンパスを
超えた人的応援も行っています。
5 キャンパスから総代が参加して
行われる総代会の様子

会」を開催しています。

また、「総代会・さくらんぼツ
アー・未来の大学生応援募金・

（専務理事

青柳範明）

環境のとりくみ
環境のとりくみ

（生活文化部

昆野加代子）

生協の環境活動は、生協組合員の活動や事業における取り組みを通して、環境負荷の軽減と省エネルギー、省資源、リサイクルなど
の環境保全型社会づくりに貢献していきます。組合員のライフスタイルの見直し、生産から流通・消費・廃棄までの製品のライフスタイ
ルの各段階における環境負荷の低減等をすすめます。

みやぎ生協

● 11 番目の森「こ～ぷの森吉成山」に多種類の広葉樹を植えました
宮城県内の緑と自然を豊かに

また、“こ～ぷの森”の協賛企業

する活動とし 1992 年から始ま

様から「COOP 緑の基金」への

った「こ～ぷの森づくり」。

募金の贈呈式を植林作業の前の

4 月 10 日（日）、11 番目の森

時間をお借りして行い、ともに

「こ～ぷの森吉成山」（仙台市

森づくりの活動を行っていくこ

青葉区吉成）で、メンバー、職

とをアピールしました。

員、協賛企業の方、南吉成小学

参加した子どもたちは、苗の

校の児童・保護者の方、森林管

植え方などの説明を聞き、森を

理署、森林組合の方々など総勢

作っていくことや、育てること

いところです。今後も地域に根

80 人の参加で、クリ、ヤマザク

などを体験学習する機会になり

ざした森づくりをすすめていき

ラ、コナラなどの広葉樹 500 本

ました。この森は住宅街に囲ま

ます。

を植林しました。

れ、地域の方々にも親しみやす

苗の植え方について説明を聞く様子。

（生活文化部

昆野加代子）

生協あいコープみやぎ

●「ＧＭＯフリーゾーン全国交流集会 in みやぎ」
3 月 5 日（土）～6 日（日）、

(GM)作物を栽培しない地域を

作物をその地域で調理し食べる

メルパルク仙台において、全国

広げる運動です。2006 年以来、

ことに価値があると言います。

から 240 人が参加して「GMO

全国交流集会を開催し、第 11 回

土地に伝わる遺伝子資源をその

フリーゾーン全国交流集会」が

目の今年は宮城県で開催しまし

地域で育てたものが、地元の食

開催されました。GMO フリーゾ

た。今回の集会テーマは「持続

卓に上ることに豊かさがあるの

ーン運動とは、遺伝子組み換え

可能な豊かな地域を目指して」。

であって、GM 作物のような利

地域に根ざす自然・人・文化

便性や道理は本当の豊かさをも

などが価値ある資源であり、そ

たらしません。地域の価値を見

れを産業に結びつけてこそ自然

出し、私たちの食卓から生活を

も経済も持続可能となるという

見直すことで、東北の真の復興

お話が風見正三教授の基調講演

や、天笠啓祐さんがいう GM 作

でありました。それを実行して

物のないもうひとつの世界にも

いる三浦隆弘さん(仙台セリ等

つながるのだと思いました。

講演者の皆さんによる質疑応答（左から）
天笠啓祐さん，風見正三さん,三浦隆弘さん

の在来野菜生産者)は、旬の在来

（理事

これから森の
観察を
始めるよ

髙野恵美子）

平和のとりくみ

●「安保法制の施行に抗議し廃止を求める 3・19 市民集会」
3 月 19 日（土）勾当台公園市

や集会が行われています。

民広場において、安保法制廃止

安保ネットには宮本弘県連会

みやぎネット（以下、安保ネッ

長理事が、37 人の呼びかけ人の

トと略す）、19 日行動市民連絡

一人として就任しています。

会などの共催で、
「安保法制の施

はじめに、主催者を代表して

行に抗議し廃止を求める 3・19

安保ネット共同代表の後藤東陽

市民集会」が開かれ 350 人が参

さんが挨拶をおこない、続いて

加しました。安保法制の施行（3

政党からの挨拶がありました。

月 29 日）を間近に控え、抗議す
る集会として開催されました。
また、昨年 9 月 19 日に安保法
案が強行採決されたことを忘れ

女性議員有志の会によるリレートーク

次に、安保法制の廃止を求め
る女性議員有志の会など、各団
体からのリレートークがありま
した。

ないとして、毎月 19 日に「19

その後、市内の目抜き通りを

日行動」が提起され、全国でさ

「平和主義を守りぬこう」
「立憲

まざまな取り組みが行われてい

主義をとりもどそう」と、コー

ます。宮城でもこれをうけて、

ルしながらアピール行進をしま

毎月 19 日に街頭宣伝署名活動

した。

集会後のアピール行進

これからも、毎月「19 日行動」
を続けていきます。

みやぎ生協

●「第 33 回沖縄戦跡基地めぐり報告会」
4 月 9 日（土）エルパーク仙

月 31 日（木）の日程で「沖縄戦

えていって欲しいと思いました。

台セミナーホールにおいて、
「第

跡基地めぐり」に参加された、

体験したことを言葉にして報告

33 回沖縄戦跡基地めぐり報告

親子 4 組 11 人、学生 3 人、地域

することはとても大変だったと

会」を開催し、60 人が参加しま

代表理事 4 人が、報告者として

思いますが、とても素晴らしい

した。

参加しました。

報告でした。私も今日の報告を

当日は、3 月 29 日（火）～3

報告者は、自作の模造紙に、

聞き、伝えていきたいと思いま

現地で見てきたこと、感じたこ

す」といった感想が寄せられま

となどをまとめ、これからの決

した。

意を含め報告しました。
参加者からは、
「貴重な体験を
してきた小学生が、自分の目で
見て、耳で聞いて感じたことを
報告会の様子

大切にして、たくさんの人に伝

（生活文化部課長

松崎勝吾）

消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城の活動
「消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城（略称：消費税ネット）」は 2002 年に設立され、消費税率引き上げに反対する一点
で集まった宮城県内の事業者・消費者の団体・個人のネットワークです。前身は、１９７８年に同じように商業者団体、市民・消費者団
体など多数の幅広い団体が集って結成した「一般消費税を止めさせる宮城県民会議」です。
会員数は、団体 90、個人 59 です。（2016 年 3 月現在）

● 県内で消費税増税に反対している 3 団体で
『消費税率の引き上げに反対する共同街頭行動』を行ないました
2017 年 4 月から、消費税 10％

消費税の負担や物価の上昇で暮

への引き上げが予定されていま

らしはとても厳しいものになっ

す。

ています。これ以上の消費税の

景気が回復基調にない中、地

引き上げは、消費をさらに冷え

域経済を支える中小業者の営業

込ませ、低所得層のくらしを圧

と暮らしは深刻になっています。

迫することは間違いありません。

このような状況に、消費税増税

一番大事な事は、庶民の生活最

と社会保障の負担増がのしかか

優先の政策で景気を良くするこ

るならば、倒産廃業が加速し多

とです。

くの労働者が仕事を失い、地域

広く県民に「消費税率 10％へ

経済に大きな影響を与えます。

の引き上げに断固反対」を訴え

消費税は中小・零細業者にとっ

るため、4 月 23 日（土）午後 1

て、消費者や事業者に転嫁でき

時から 2 時まで、一番町フォー

なくともまた経営が赤字であっ

ラス店前において、消費税率引

ても、必ず納めなければならな

き上げをやめさせるネットワー

い過酷な税金です。

ク宮城・消費税をなくす宮城の

宮城県生協連の家計モニター

会・消費税廃止宮城県各界連絡

消費税しらべの結果によると、

会の 3 団体共同による街頭行動

2015 年 1 月～12 月の消費税は

を行ないました。3 団体から 30

1 年で 273,407 円でした。消費

人が参加しました。

街宣行動の様子

シール投票の様子と街頭宣伝を
盛り上てくれたバラライカの演奏

シール投票結果
消費税増税に「賛成？」
「反対？」

増税に反対

３３５ （92.8％）

増税に賛成

９ （2.5％）

どちらでもない

17 （4.7％）

税 5％のときは 20 万円以下で

各団体ののぼり旗を掲げ、
「消

したが、2014 年 4 月から 8％に

費税増税反対」の署名活動、
「消

引き上げられると、年間の消費

費税率 10％への引き上げは反

税が 20 万円を超える金額にな

対です！」というチラシ入りテ

りました。1 年を通じて 8％だ

ィッシュの配布、
「消費税シール

った 2015 年は、年間 27 万円以

投票」、第 24 回参議院議員選挙

上にもなり、税率の引き上げで

「消費税に関する政策アンケー

負担が確実に増える消費税の重

ト」の結果一覧（後掲）の掲示

の演奏もあり、多くの方々にご

さを痛感しました。消費税率

などを行い、多くの方に呼びか

協力いただきました。

10％に引き上がると、34 万円に

けました。

もなります。収入が伸びない中、
消費税ネット

計

３６１（100.0％）

（事務局

加藤房子）

晴天にも恵まれ、バラライカ

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5F
E ﾒｰﾙ sn.m31660hk@todock.jp

TEL 022(276)5162 FAX 022(276)5160

URL http://kenren.miyagi.coop/katudou/vat/activity.html

ＮＰＯ法人 介護サービス非営利団体ネットワークみやぎの活動
私たちは、いつでも、だれでも安心して暮らせる社会をめざしています。介護が必要な人にとって、体のケアだけではなく、心のケア
も念頭においた利用者本位のケアプランが作成され、安心して介護サービスを受けられることが最も大切です。私たちは、知恵と力を
合わせ、良質な介護サービス提供と健全な事業運営のためにいっそうの研修にはげむとともに情報を共有しネットワークをひろげ、も
って要介護者と介護者の人権擁護（尊重）、地域住民の福祉向上に資することを NPO 法人介護サービス非営利団体ネットワークみや
ぎ（略称：介護ネットみやぎ）の目的とします。

● 介護ネットみやぎの調査員「合同研修」開催
3 月 18 日(金)フォレスト仙台

うな道案内人として、
「臨床宗教

5 階 501 会議室において、
「介護

師」の活動が始まっています。

サービス情報の公表」
「地域密着

東日本大震災後に被災者の弔い

型サービス外部評価」の調査員

から悲嘆のケアまで一貫して行

の合同研修を実施し、36 人が参

った「心の相談室」の設立に関

加しました。

わり、東北大学臨床宗教師研修
えつどう

介護ネットみやぎでは、調査

第一期を修了された高橋 悦堂

員の合同研修を年間 3 回実施し、

さんに、その活動について映像

情報の公表についての理解を深

を交えてお話いただきました。

それぞれの宗教（キリスト教、

めると同時に、介護事業所（グ

「臨床宗教師」とは、それぞ

仏教、神道等）の立場を超えた

ループホーム）で実施されてい

れの宗教の立場を超えて、患者

全宗派が全国各地で活動してい

る介護サービスへの理解と介護

さんや家族の求めに応じて心の

ます。

現場での取り組みについて研修

ケアを提供する公共性のある宗

紹介いただいた活動の映像で

しています。

教者のことです。始めに「臨床

は、末期癌の方や神経性難病の

宗教師」と名付けたのは訪問診

方に寄り添い、本人の何気ない

人生の最後をどこで迎えるか

たけし

講師の高橋悦堂さん

は人それぞれですが、介護施設

療医の岡部 健 医師でした。岡部

会話の言葉に耳を傾けることで、

では最後を迎える方々の「看取

医師は「自分が癌になって、い

終末期を迎えている方の表情が

り」に取り組んでいるところが

ざ死んでいくにあたり、きちん

穏やかになる様子が映し出され

多くなってきています。その時、

と死んでいけるかどうか、本当

ていました。臨床宗教師の活動

どのように接していくことが望

に心細くて不安だった。それは

は、今後も求められ続けること

まれるのか、本人の心細さ、不

死に至る道しるべがないからで

となるでしょう。この研修を終

安や心残りを和らげることがで

ある」との思いから、人が穏や

え、今後どのように生きるべき

きるのかなど、介護現場で看取

かに死んでいくための道案内人

かを改めて考える機会となりま

りにかかわることでの不安や喪

が必要と考え、
「死生観」の研究

した。

失観を持つことも少なくないと

をしていました。そこに参加し

言われています。

ていた牧師、僧侶等が震災直後

穏やかに最後を迎えられるよ

鈴木由美）

から「心の相談室」を立ち上げ、

＊介護サービス情報の公表制度とは
介護保険法の規定に基づいて、介護サービスの利用者の選択を支援
するために、サービス内容の公表を全ての事業者に義務化して、公表
すべき情報項目を標準化しています。また、報告・調査・公表といった
一連のプロセスが都道府県によって公平・公正に運営される仕組みと
して位置付けられています。

NPO 法人
介護ネットみやぎ

（事務局長

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45
E ﾒｰﾙ sn.mkaigonet2@todock.jp

＊地域密着型サービス外部評価とは
認知症対応型共同生活介護事業所を対象に、その提供するサービス
について、自己評価（自らの振り返り）と外部評価（第三者による訪問
調査及び事業所との意見交換）により、質の向上のための改善点を事
業所自らが明確にする「気づき」の機会とするものです。

フォレスト仙台 5F

ＴEL 022-276-5202

FAX 022-276-5205

ＵＲＬ http://www.kaigonet-miyagi.jp/index.html

ＮＰＯ法人 消費者市民ネットとうほくの活動
消費者市民ネットとうほく（略称：ネットとうほく）は、2014 年 3 月 3 日特定非営利活動法人として成立し、東北には未だない「適格消費
者団体」認定を目指して活動しています。消費者の皆さんの「安全・安心な生活を送る権利」が守られる社会の実現に向けて活動してい
きます。

● 講演会「電気通信サービスのトラブルって何・・・？」
3 月 5 日（土）仙台市市民活

手県・福島県・宮城県など東北

動サポートセンター・セミナー

各県から消費生活相談員・行政

ホールにおいて、弁護士の齋藤

関係者・消費者団体・学識者・

雅弘さんを講師に、講演会「電

一般市民など 70 人の参加があ

気通信サービスのトラブルって

りました。

何・・・？」を開催しました。

改正電気通信事業法・放送法

齋藤雅弘さんは、日本弁護士

の概要と情報通信サービスを巡

連合会の消費者問題対策委員会

る消費者トラブルへの対処法を

委員、総務省 ICT サービス安

テーマに、訪問販売や電話勧誘

全・安心研究会の消費者保護ル

トラブル、期間拘束付自動更新

ールの見直し・充実に関する

契約（2 年縛り契約）など苦情・

WG 構成員、一橋大学法科大学

相談の内容について、電気通信

院、早稲田大学法学部・同法科

サービス市場の収益構造、関連

大学院、亜細亜大学法学部非常

する法律や消費者保護について

勤講師、独立行政法人国民生活

長時間にわたりご講演頂きまし

センター紛争解決委員会委員、

た。

同センター客員講師など多方面
で活躍されている方です。
当日は、秋田県・山形県・岩

齋藤雅弘さんの講演の様子

用したい」
「資料を見て、学習し

参加者からは、
「多岐にわたる
内容を説明していただき、よく

たい」など、多くの感想が寄せ
られました。

分かった」
「配布された資料を活

● 2016 年度通常総会のご案内
2016 年度通常総会を、右記の
通り開催いたします。

う予定です。
会員外で報告会のみ参加の方

2016 年度通常総会＆
活動報告会のご案内

なお、総会終了後、午後 3 時

は、午後 2 時 50 分の開場とな

日時/2016 年

から、報告会「知っておきたい

ります。多くの方のご参加をお

会場/仙台弁護士会館 4 階ホール

最新の判例・差止事例など」を

待ちしています。

開催し、ネットとうほくの検討

（事務局

委員会活動の成果と課題や、
2015 年度に開催した「消費者被

6 月 25 日（土）

（仙台市青葉区一番町 2-9-18）

大場菊枝）

[通 常 総 会]

14：00～14：50

[活動報告会] 15：00～17：00
～知っておきたい
最新の判例・差止事例など～

害事例ラボ」の取り組み内容の
報告と成果について報告を行な
NPO 法人
消費者市民ネットとうほく

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5F ＴEL 022-727-9123 FAX 022-276-5160
E ﾒｰﾙ sn.mshiminnet@todock.jp

URL http://www.shiminnet-tohoku.com/

環境のとりくみ
宮城県ユニセフ協会の活動
ユニセフ（UNICEF：国際連合児童基金）は、世界の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関です。 2011 年 4 月 1 日より
「公益財団法人日本ユニセフ協会協定地域組織 宮城県ユニセフ協会」と名称が変更になりました。県内唯一の団体としてユニセフの
広報・啓発・募金・学習支援などを活発に展開しております。（設立：1995 年 会員数：一般・学生１９３人 団体７）

●「子どもの権利に関するパネル展」開催
5 月は児童福祉月間です。毎
年、宮城県ユニセフ協会と宮城
県は一緒にパネル展を開催して
きました。宮城県では、安心し
て子どもを生み育てることので
きる環境づくりに地域全体で取
り組めるよう、児童福祉の理念
の周知と、子どもを取り巻くさ
まざまな問題に対する社会的関
心の喚起を図る企画を行ってい

県庁１階ロビーで開催されたパネル展

ます。宮城県ユニセフ協会と共
催で、4 月 18 日（月）～5 月 6

800 万人以上のシリアの子ども

日（金）まで県庁１階ロビーで

たちが人道支援を必要としてい

開催しました。

ます。300 万人近い子どもが国

宮城県からは「子育て支援を

内避難民となり、親を亡くした

進める県民運動」と「みやぎっ

子ども、家族とはぐれた子ども、

こ応援隊会員募集」のパネルを

戦闘に巻き込まれて重傷を負っ

展示しました。ユニセフからは、

た子どもも大勢います。戦闘が

世界の子どもたちが置かれてい

激しさを増すなか、シリアの子

る厳しい状況を紹介するととも

どもの 6 割以上が家を失い、国

長い」
「将来の夢を聞かれた。“学

に、子どもたちにやさしい地球

内外のキャンプなどで過酷な避

んでみたい”と答えた」「戦いた

を残すためにユニセフと一緒に

難生活を送っています。さらに、

くない。だから大人になりたく

考え、行動することを呼びかけ

危険な国境地帯をいくつも越え

ない」

る「子どもたちにやさしい地球

て欧州をめざす家族が急増して

を残そう」写真シリーズと、
「シ

います。ユニセフは極限状態に

不安な夜を過ごさなければなら

リア危機～戦火の中に取り残さ

おかれた子どもたちに、水や食

ない子どもたちに、平穏な日々

れた子どもたち」を展示しまし

料、医薬品、シェルター、心の

が戻ることを願ってやみません。

た。

ケアなどの支援を実施していま

“シリア危機～紛争 6 年目”の

（事務局長

五十嵐栄子）

す』という説明文の掲示ととも

写真パネルでは、現在のシリア

に、30 点の写真を展示しました。

の子どもたちの状況を知らせて

写真の中で印象的な言葉が目

います。『この危機の影響で、

を引きます。
「学校のない一日は

宮 城 県
ユニセフ協会

シリアの子どもたちをはじめ、

〒981-3194 宮城県仙台市泉区八乙女 4-2-2 みやぎ生協生活文化部 TEL 022-218-5358 FAX 022-218-3663
E メール sn.municef_miyagi@todock.jp

ＵＲＬ http://www.unicef-miyagi.gr.jp/

環境のとりくみＭＥＬＯＮの活動
公益財団法人
公益財団法人みやぎ･環境とくらし･ネットワーク（Miyagi Environment Life Out-reach Network）ＭＥＬＯＮは、みやぎ生協・JA 宮城中央
会・県漁協・県森連・日専連の県内で活動する協同組合が中心となって設立され、1995 年 12 月に財団法人化し、2012 年 2 月より公益
財団法人に移行しました。ＭＥＬＯＮは、緑と水と食とを通して地球と地球環境保全の活動を行なっています。会員数は個人 594、法人
68 団体、任意団体 12 団体です。合計 674 です。（4/15 現在）

●「家庭用蓄電池付ソーラーシステムを知って、使ってみよう！」を開催しました！
3 月 26 日（土）午後２時から
みやぎ生協文化会館ウィズにお
いて、
「家庭用蓄電池付ソーラー
システムを知って、使ってみよ
う！」を開催しました。
これは自らエネルギーを作っ

↑太陽光パネルと蓄電池のキット

て使用することでエネルギーを

←講座の様子

身近に感じ、また災害時の非常
用電源としても使用できる家庭

ギー等普及プロジェクトメンバ

参加者からは、
「これからこの

用のミニ太陽光パネルと蓄電池

ーの今野勇さんが、地球温暖化

キットを使って日ごろから自然

のセットを普及するために開催

問題や自然エネルギーについて

エネルギーを活用していきた

した講座です。当日は 24 人の参

お話しし、その後 50W の太陽光

い」との感想が聞かれ、エネル

加がありました。

パネルと蓄電池、コントローラ

ギーをより身近に感じてもらう

ーのキットを組み立てました。

ことができました。

初めに、MELON 自然エネル

● 「環境に取り組む企業・団体・学生の活動発表＆交流会」を開催します！
6 月 18 日（土）企業や団体、
環境に取り組む企業・団体・学生の
活動発表＆交流会

学生サークルが取り組んでいる
環境活動を、発表・展示し交流
するイベントを開催します。

6/18（土）14：00～17：00

情報交換を通じて、それぞれ

日時

２０１６年

の活動の改善のヒントを見つけ

会場

仙台市シルバーセンター７F 研修室 1

たり、今後連携して活動するき
っかけづくりとなることを期待
して実施するものです。
団体に所属していなくても、
どなたでも参加可能です。申し
込み不要ですので、当日会場に
お越しください。
（事務局統括
MELON 事務局

小林幸司）

ぜひお越し下さい。
参加費無料！

(青葉区花京院 1-3-2）

出展

特定非営利活動法人川崎町の資源をいかす会
株式会社建築工房零
株式会社サイコー
スモリ工業株式会社
環境サークルたんぽぽ
株式会社東日本放送
環境活動サークル FROGS
みやぎ生活協同組合
［お問合せ］ MELON 事務局まで

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台５F ＴEL 022-276-5118 FAX 022-219-5713
E ﾒｰﾙ melon@miyagi.jpn.org ＵＲＬ http://www.melon.or.jp/melon/index.htm

