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宮城県生協連「第49回通常総会」
宮本弘会長理事の挨拶

第49回通常総会終了のご報告と2018年度体制のご案内
県連役員エッセイ
1
大越健治副会長理事「くまもと復興視察訪問より」

宮城県生協連の活動

・宮城県生協連第48回総会（2017年度）第5回理事会報告

2

・宮城県生協連第49回総会（2018年度）第1回理事会報告
・生協夏灯油暫定価格変更
・「東京電力福島第一原子力発電所原発事故現地調査」参加報告
・「平成30年度宮城県地域包括ケア推進協議会総会」参加報告
・「第5次エネルギー基本計画（案）」へ意見を提出しました
・宮城県生協連「第49回通常総会」開催報告
■宮城県生協連の状況（2018.3.31現在）

●会員数…16団体

復旧・復興のとりくみ

みやぎ生活協同組合
東北大学生活協同組合
東日本大震災・復興支援みやぎ県民センター

会員生協だより

みやぎ生活協同組合
生活協同組合あいコープみやぎ
大学生活協同組合東北事業連合
宮城労働者共済生活協同組合
宮城県高齢者生活協同組合

協同のとりくみ
食育のとりくみ
平和のとりくみ
環境のとりくみ

●会員生協組合員数…105万人
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15

NPO法人 介護・福祉サービス非営利団体
ネットワークみやぎの活動

16

適格消費者団体 NPO法人 消費者市民ネットとうほくの活動

17

宮城県ユニセフ協会の活動

18

公益財団法人 MELONの活動

19

行事予定

20

新聞記事紹介

21

資料

27

●会員生協出資金合計…398億円

●会員生協事業高合計…1,147億円（2017年度）

第 49 回通常総会終了のご報告と 2018 年度体制のご案内
2018 年 6 月 20 日（水）に開催しました当連合会の第 49 回通常総会は、おかげさまをも
ちまして総会のすべての議案を満場一致で採択し、無事終了することができました。今後
も、会員生協間の連帯を強め、組合員の信頼に応えるように取り組んでまいる所存でござ
います。
なお、2018 年度体制を下記のとおりとしました。今後とも、一層のご指導・ご鞭撻を賜
りますようお願い申し上げます。
≪2018 年度体制≫
会長理事・代表理事

宮 本

副会長理事

大 越

健 治

みやぎ生協専務理事

副会長理事

峰 田

優 一

東北大学生協専務理事

専務理事・代表理事

野 崎

和 夫

宮城県生協連専務理事（員外）

常務理事

加 藤

房 子

宮城県生協連常務理事（員外）

常務理事

渡 辺

淳 子

宮城県生協連常務理事（員外）

理

事

菅 野

俊 明

宮城県高齢者生協専務理事

理

事

佐久間

徹夫

みやぎ仙南農協常務理事

理

事

佐藤

由紀子

理

事

高 橋

千 佳

生協あいコープみやぎ理事長

理

事【新任】

田 中

康 治

大学生協東北事業連合常務理事

理

事

壇 崎

祐 夫

松島医療生協専務理事

理

事

千 葉

公 治

東北学院大学生協専務理事

理

事【新任】

蛭 田

美 幸

宮城労働者共済生協専務理事

理

事【新任】

松 木

弥 恵

みやぎ生協地域代表理事

監

事

板垣

監

事

伊 藤

監

事

小山

茂樹

みやぎ県南医療生協専務理事

顧

問

外尾

健一

宮城県生協連元会長理事、みやぎ生協顧問

顧

問

芳賀

唯史

宮城県生協連元会長理事、みやぎ生協顧問

顧

問

齋藤

昭子

宮城県生協連前会長理事、みやぎ生協顧問

弘

乙未生
大

みやぎ生協理事長

弁護士（員外）

東北大学名誉教授（員外）
宮城学院生協専務理事

砂金亜紀子理事（みやぎ生協）、戸田俊浩理事（大学生協東北事業連合）は、今総会をもって
退任いたしました。この間のご厚誼に感謝いたします。

県連役員エッセイ

くまもと復興視察訪問より
宮城県生協連副会長理事

大越

健治

（みやぎ生活協同組合専務理事）

熊本地震から丸 2 年が過ぎま

宅は入居期限 2 年の原則でした

「生協のサロンの時は仮設の

した。震災のあった 4 月 14 日～

が 1 年延長されたそうです。し

方々の集まりが良い」と自治会

16 日には、思い出したように報

かし、行政側はこれ以上（都合 3

長さんがおっしゃっていました。

道で取り上げられますが、熊本

年以上）の延長はしない方針の

サロン活動の訪問時に、たま

の震災後の様子は私たちもあま

なか、多くの方々が仮設暮らし

たま居合わせた福島県浪江町の

り耳にしません。熊本地震後、

を余儀なくされている現状です。

松田さんは、浪江町から自家用

生協くまもとの方々がみやぎ生

生協くまもとのサロン活動は

車を一人で運転し、九州各地の

協のサロン活動を視察研修した

仮設住宅 6 ヵ所を拠点に、定期

仮設住宅で紙芝居を上演してい

ご縁もあり、5 月 23 日（水）～

的なサロン活動を継続していま

るそうです。内容は原発事故の

24 日（木）にかけて、理事と職

す。宮城も同様でしたが、最初

避難体験を基にした実話です。

員の 7 人で熊本の復興状況を視

のうちは支援団体が切れ目なく

熊本の復興視察で福島の原発被

察訪問させていただきました。

訪れていましたが、1 年経ち、2

害の実相を伝える場面に出くわ

西原村、益城町及び阿蘇山周

年経つにつれ、次第にその数は

すとは…。偶然とはいえ、何か

辺の状況を視察し、復興はまだ

減ってきているとのこと。その

の縁を感じました。

まだ進んでいないというのが実

中で、生協くまもとの継続した

サロンでご一緒した被災者の

態です。自力再建で仮設住宅か

サロン活動は非常に喜ばれてい

方の言葉です。「まだ先は見え

ら出られた方は、まだわずか。

ました。 全国から寄せられる地

ない状態だけど、宮城や福島の

災害公営住宅の建設・着工は、

元の銘菓や手作り企画、健康体

人たちに比べたら、家が津波で

まだこれからの段階で、仮設住

操などの楽しさも人気の理由で、 流されたわけではないし、原発
事故で帰還困難になっているわ
けでもない。そんな宮城からわ
ざわざ来ていただいてねえ。み
んな元気にやってますよ」生協
くまもとのボランテイア活動や
被災者の方から、私たちの方が
逆に勇気と感動を与えられまし

左）西原村村長と懇談する様子
右）生協くまもとのサロン活動を視察する様子

た。

宮城県生協連の活動
● 宮城県生協連第 48 回総会（2017 年度）第 5 回理事会報告
第 5 回理事会は、5 月 22 日
（火）午後 1 時 30 分より、フォ

【報告事項】

税率引き上げをやめさせる活

1．東日本大震災からの復旧・復

動、消費者行政の充実強化を

レスト仙台 4 階 4A 会議室にお

興に向けた取り組みについて、

すすめる懇談会みやぎの活動

いて開催され、理事 11 人、監事

出席した理事より報告があり

について、加藤房子常務理事

2 人が参加しました。

全員異議なく了承しました。

より報告があり全員異議なく

【議決事項】

2．2017 年度第 2 回監事会報告

了承しました。

第 49 回通常総会議案決定の

及び監査報告書について、板

5．NPO 法人介護・福祉サービ

件について、野崎和夫専務理事

垣乙未生監事会議長より報告

ス非営利団体ネットワークみ

より提案があり、質疑の後、全

があり全員異議なく了承しま

やぎの活動について、渡辺淳

員異議なく議決承認しました。

した。

子常務理事より報告があり全

【専決事項の報告】

3．平和・憲法９条関連、NPO

員異議なく了承しました。

2018 年度夏灯油暫定価格決

法人消費者市民ネットとうほ

定の件、2017 年度冬灯油精算価

くの活動について、野崎和夫

県連活動報告、各種委員の推

格決定の件について、野崎和夫

専務理事より報告があり全員

薦・後援依頼・広告協賛等につ

専務理事より専務理事専決した

異議なく了承しました。

いて、文書により報告があり全

ことの報告があり全員異議なく
報告を了承しました。

4．2018 年度宮城県生協組合員

【文書報告事項】

員異議なく了承しました。

集会第 1 回実行委員会、消費

● 宮城県生協連第 49 回総会（2018 年度）第 1 回理事会報告
第 1 回理事会は、6 月 20 日
（水）午後 12 時 30 分より、フ

より提案があり承認可決しま
した。

【文書報告事項】
消費税率引き上げをやめさせ

ォレスト仙台第 2 会議室におい

4．顧問選任の件について、野崎

る活動報告、NPO 法人介護・福

て開催され、理事 15 人、監事 2

和夫専務理事より提案があり

祉サービス非営利団体ネットワ

人が参加しました。

承認可決しました。

ークみやぎの活動報告、行政・

5．2018 年度役員報酬額につい

議会関連報告について、文書に

1．会長理事、副会長理事、専務

て、野崎和夫専務理事から提

より報告があり全員異議なく了

理事、常務理事互選の件につ

案があり承認可決しました。

承しました。

いて、野崎和夫理事より提案

6．2018 年度会員別会費額につ

【議決事項】

があり互選しました。
2．代表理事選定の件について、
野崎和夫専務理事より提案が
あり承認可決しました。

いて、野崎和夫専務理事から
提案があり承認可決しました。
【報告事項】
2018 年度宮城県生協組合員

3．副会長理事及び常務理事の会

集会実行委員会について、加藤

長理事職務代行順位決定の件

房子常務理事より報告があり全

について、野崎和夫専務理事

員異議なく了承しました。

生協夏灯油暫定価格変更
2018 年 6 月 16 日（土）配達分より、
以下の価格に変更しました。
（税込）1

㍑：102 円 18 ㍑：1,836 円

宮城県生協連の活動
●「東京電力福島第一原子力発電所原発事故現地調査」参加報告
6 月 5 日（火）
「東京電力福島

シウム除去装置や、3 号機の燃

第一原子力発電所事故対策みや

料取扱装置クレーンが設置され

ぎ県民会議（以下：県民会議）
」

ている様子など、計画に沿って

の主催で実施された、東京電力

廃炉対応が進められている様子

福島第一原子力発電所の現地調

を車窓から確認することができ

査に参加しました。県民会議は、

ました。

原発事故に対する総合的な対策

事故を起こした原子炉建屋ま

について検討をするため、県内

で行くので、全身防護服や防護

の産業界、有識者、自治体等で

マスクの着用かとも思いました

成長し、原野化しています。そ

構成されており、宮城県生協連

が、その必要はありませんでし

のギャップにやりきれない怒り

も参加しています。

た。見学をして安心できた面が

を感じて帰ってきました。

東電職員から説明を受ける様子

現地調査の目的は、東京電力

ありつつも、帰りぎわ、原発付

なお、当日の滞在は約 3 時間

福島第一原発の汚染水対策や廃

近はいまだに「帰宅困難区域」

で、体に付けていたカウンター

炉に向けた取り組みについて、

で、7 年以上も立ち入りが禁止

では 0.01mSv、X 線撮影 1 回分

現場の取り組み状況を確認する

されたままであるという現実に

並みの被ばく量でした。

ことでした。

引き戻されました。地域の住宅

（コープ東北サンネット事業連合

場内を 1~3 号機の直前も含め

すべてに侵入禁止のバリケード

バスで移動し、汚染水対策のセ

があり、
「もと水田」では灌木も

商品の安全対策室室長
須崎克己）

●「平成 30 年度宮城県地域包括ケア推進協議会総会」参加報告
6 月 15 日（金）午後 6 時 30

医師会会長）、鈴木隆一副会長

たあゆみについて～」と題しプ

分から TKP ガーデンシティ仙

（社会福祉法人宮城県社会福祉

レゼンテーションが行われ、大

台ホール 21（アエル 21 階）に

協議会会長）、佐藤昭宮城県市長

崎市における在宅医療・介護連

おいて「平成 30 年度宮城県地域

会会長（塩竈市長）、村上英人宮

携推進事業の経過及び取り組み

包括ケア推進協議会総会」が開

城県町村会会長（蔵王町長）が

の方向性について報告がありま

催され、構成団体から 57 人、国

挨拶に立ちました。

した。

及び県職員 34 人が参加しまし

その後、大崎市医師会大崎市

議事は「地域包括ケア推進ア

た。宮城県生協連から渡辺淳子

在宅医療・介護連携支援センタ

クションプラン」の改定及び平

常務理事が参加しました。

ー深沼榮子センター長により

成 30 年度宮城県地域包括ケア

佐野好昭会長代理（宮城県副

「大崎市医師会における地域包

推進協議会の運営方針について

知事）の開会挨拶の後、嘉数研

括ケアシステム体制の構築～市

提案され、全会一致で承認され

二副会長（公益社団法人宮城県

と協働で一歩ずつ取り組んでき

ました。

「第 5 次エネルギー基本計画（案）」へ 6 月 15 日（金）に意見を提出しました
国の「エネルギー基本計画（案）」では原発依存が維持され、再生可能エネルギーへの転換の政策が不十分なものと
なっていることから、宮城県生協連では 2011 年 9 月理事会において確認した「東京電力福島原子力発電所事故を受け
ての放射能汚染、原発問題等への取組方針」の考え方に基づき、意見を提出しました。
（後掲）

宮城県生協連の活動
● 宮城県生協連「第 49 回通常総会」開催報告
第 49 回通常総会は、6 月 20

「みやぎ県南医療生活協同組合

その後、採択に入り、全議案

日（水）10 時 30 分からフォレ

2017 年度総括とこれからにつ

は満場一致で可決されました。

いて」
、東北大学生協の吉川湧太

最後に、みやぎ生協の田中祥

代議員から「震災復興企画につ

江代議員より総会決議「平和で

いて」
、大学生協東北事業連合の

安定したくらしのため、協同の

佐藤和之代議員から｢大学生協

力を発揮しましょう」が提案さ

事業連合の発足について｣、宮城

れ、満場の拍手で採択されまし

労働者共済生協の嶋田和浩代議

た。（後掲）

ストホールにおいて、代議員 49
人（実出席 37 人・書面出席 12
人）の参加で開催されました。
千葉公治理事により成立が宣
言され、議長に宮城労働者共済
生協の佐々木雅彦代議員が推薦、
選出されました。
はじめに、宮本弘会長理事か
ら挨拶がありました。ご来賓と

員から｢創立 60 周年記念事業、
復興支援活動等について｣、みや

閉会挨拶を、峰田優一副会長
理事が行い閉会しました。

して宮城県農業協同組合中央会

ぎ生協の湊加津江代議員から

なお、今総会をもって砂金亜

常務理事の竹中智夫様、日本生

「震災復興支援・古今東北につ

紀子理事、戸田俊浩理事が退任

協連北海道・東北地連事務局長

いて」の発言がありました。

されました。

の井形貞祐様にご臨席、ご挨拶
いただきました。
第 1 号議案「2017 年度事業
報 告 承認 の 件 」、 第 2 号 議 案
「2017 年度決算関係書類等承
認の件」
、第 3 号議案「役員（理
事・監事）選任の件」
、第 4 号議
案「2018 年度役員（理事・監事）

ご来賓（左から）宮城県農業協同組合中央会
常務理事竹中智夫様、日本生協連北海道・東
北地連事務局長井形貞祐様

議案採決の様子

報 酬 決定 の 件 」、 第 5 号 議 案
「2018 年度事業計画及び予算
決定の件」について、一括して
野崎和夫専務理事から提案され
ました。
6 会員生協 7 人から議案に関
連して発言がありました。みや

みやぎ生協
生協あいコープみやぎ みやぎ県南医療生協
安藤知代議員
佐藤由紀代議員
髙野恵美子代議員

東北大学生協
吉川湧太代議員

ぎ生協の佐藤由紀代議員から
「子育て支援・安心して暮らせ
る地域づくりについて」
、生協あ
いコープみやぎの髙野恵美子代
議員から「エネルギー小売事業
の報告等について」
、みやぎ県南
医療生協の安藤知代議員から

大学生協東北事業連合 宮城労働者共済生協
嶋田和浩代議員
佐藤和之代議員

みやぎ生協
湊加津江代議員

みやぎ生協
田中祥江代議員

東日本大震災

復旧・復興のとりくみ

みやぎ生協

● 福島県富岡町「夜の森さくら」の苗木を植樹
5 月 18 日（金）コープふくし

現状を伝える取り組みをすすめ

まがすすめている「夜の森さく

ていますが、より多くの方に福

らプロジェクト」の趣旨に賛同

島を考えるきっかけにしてもら

し、「夜の森さくら」の苗木を

うために、みやぎ生協メンバー

みやぎ生協文化会館ウィズに植

や関係者が集う文化会館ウィズ

樹しました。

に植樹しました。

「夜の森さくらプロジェクト」

植樹に先立ち、コープふくし

は、2016 年度から富岡町に心を

まの今野順夫理事長から、ご挨

寄せてくださる方々とのつなが

拶とプロジェクトの趣旨をご説

りを大切にし、震災や原発事故

明いただきました。富岡町の復

を忘れない、風化させないとい

興とコープふくしまとの連帯の

う趣旨のもと、福島被災地視察

思いを込めて、桜の成長を見守

を行っている生協に対して植樹

っていきたいと思います。

が呼びかけられています。

（生活文化部課長 松本研一郎）

コープふくしま今野順夫理事長の
挨拶の様子

復興の願いを込めて植樹しました

みやぎ生協では、福島視察や
農産物購入の呼びかけ、福島の

● 移動店舗「せいきょう便 5 号車」の運行開始
東日本大震災以降、石巻の蛇

の運行も進めています。昨年か

予想を超える多くのメンバーの

田店を拠点に、2 台で運行して

らは拠点を加賀野店にも設け、

利用があり、順番待ちの状態も。

きた移動店舗「せいきょう便」。

更に蛇田店では新たに小型車を

商品も品薄になり、近隣の名取

当初は被災地での買い物支援が

導入して、合計 4 台で運行して

西店から商品を補充するほどの

目的でしたが、最近では、被災

きました。
そして、5 月 21 日（月）

盛況でした。メンバーからは、

地だけではなく過疎化が進み買

からは、県南の大河原店を拠点

「助かる」「便利になった」「待

い物が困難になっている地域で

店舗とした 5 台目が運行を始め

っていた」などの声をいただき、

ました。

この事業の意義と重要性を改め

大河原店からの「せいきょう
便」は、今のところ週に 3 回の

せいきょう便は今後、大崎市

運行ですが、今後地域からの要

の古川南店や富谷市の明石台店

望に合わせて、運行日と運行地

にも導入する予定で、2021 年度

域を増やしていく予定です。

までに県内 15 台体制を目指し

運行初日は名取市閖上の復興
閖上復興公営住宅前で、買い物の
順番を待つ組合員とせいきょう便

て認識しました。

公営住宅団地を巡回しましたが、

ます。
（機関運営部課長 稲葉勝美）

東日本大震災

復旧・復興のとりくみ

東北大学生協

● 女川ツアー ～食べて見て知る女川のこれから～
東北大生協では 6 月 23 日
（土）

商店街の自由散策など、学びあ

「女川ツアー ～食べて見て知

り遊びありというものでした。

る女川のこれから～」を開催し

中でも、地元の水産加工会社

ました。町民の団結力で復興の

の取締役の方からいただいた講

トップリーダーといわれる反面、

話は、一人の親という立場から

震災の爪痕をいまだに残す女川

被災地状況下での子育てへの熱

という地を実際に訪れることで、

い思い、かたや一人の経営者と

防災や復興への熱い思いなどを

しての社員を守るという責任感

今後の学びにすると共に、長い

あふれるお話という、ただの被

目で被災地を応援していくため

災地観光ではお聞きできない貴

のきっかけづくりというのが趣

重なお話でした。参加者は、今

旨です。学生、院生、教員、キ

後も被災地に意識を向けて応援

ャンパス近隣住民など、35 人の

していきたいという気持ちにな

方に参加していただきました。

ってくれたようです。

ツアーの内容としては、地元
の方の講話、女川名物女川丼で

みなさんもぜひ魅力あふれる
女川へ！

水産加工会社の方の講話を聞く様子

震災遺構の視察の様子

（学生委員会
副学生委員長 渡部遼）

ランチ、震災遺構の視察、駅前

東日本大震災・復興支援みやぎ県民センター

● 被災者・被災地が主役の復興を目指して「設立 7 周年総会・東日本大震災 7 年のつどい」
6 月 16 日（土）仙台弁護士会

80 人の参加で開催されました。

わない割合が 8 割近いなど、7

館４階ホールにおいて、「東日

代表世話人の綱島不二雄さん

年目のデータに基づいた報告が

本大震災復旧・復興支援みやぎ

の開会挨拶の後、「被災地の現

県民センター設立 7 周年総会・

状と県民センターの取組み」と

記念講演では「被災 7 年を経

東日本大震災 7 年のつどい」が

題して、事務局次長の小川靜治

て復興問題の今とこれからを考

さんから情勢報告がありま

える」と題して、神戸大学名誉

した。5 月 29 日現在の復興

教授の塩崎賢明さんから、阪

庁報告では、宮城県内で震

神・淡路大震災と東日本大震災

災避難者がいまだ 1 万 1 千

の復興のプロセスの違いを踏ま

人を超えていること。被災

えてお話いただきました。

綱島不二雄代表世話人の挨拶の様子

ありました。

者は 7 年目でも、暮らしや

最後に、総会アピールを満場

地域は震災前に戻ったと思

の拍手で採択し、閉会しました。

会員生協だより
みやぎ生協

●「第 37 回通常総代会」開催
6 月 12 日（火）東京エレクト
ロンホール宮城において、「み

を提案し、9 つすべての議案が賛
成多数で採択されました。

やぎ生協第 37 回通常総代会」を

議案審議では 4 人の総代から

開催し、総代 1,040 人が出席（実

発言がありました。桜ケ丘・長

出席 896 人）しました。ご来賓

命ヶ丘地区の新店準備の取り組

として、村井嘉浩宮城県知事、

み、“産直発祥の地”角田市に

斎藤恵子仙台市市民局長にご臨

おける新店「A&COOP」への期

席、ご挨拶いただきました。

待と開店準備委員会活動の様子、

コープふくしま・福島県南生協

第 37 回通常総代会では、
2017

石巻地域での文化鑑賞会のおす

の 3 つの生協が、県を超えて組

年度事業報告・決算報告、2018

すめ活動や期待の声、八木山地

織合同し「新しい生協」をつく

年度計画・予算、定款の一部変

区の委員会活動、地域の居場所

ります。地域社会からの期待に

更、役員選任議案等のほか、「み

づくりのネットワーク、熊本支

応え、地域の組合員の暮らしの

やぎ生協・コープふくしま・福

援の取り組み等について発言が

向上により貢献する生協をめざ

島県南生協の組織合同に伴い２

ありました。

して準備していきます。

生協から事業譲渡を受ける件」

来年 3 月には、みやぎ生協・

● 「古今東北」×宮城学院女子大学現代ビジネス学部

見た目・価格など様々な視点で

大学現代ビジネス学部で、（株）

データをまとめ、メーカーと意

東北協同事業開発取締役営業部

見交換しました。

計 10 回のゼミを行いました。

（機関運営部課長 藤田孝）

共同開発の取り組み

2017 年 5 月より宮城学院女子

の丹野潤一部長が講師となり、

宮本弘理事長の挨拶の様子

学生たちはこの貴重な体験か
ら商品開発するためには、「ど

ゼミを通じて「古今東北」ブ

んな商品を、どんな人に食べて

ランドの理念、想い、商品開発

もらいたいのか？」を考えるこ

の取り組みを知り、実際に商品

とが大事だということを学びま

開発に関わる事を目的に商品の

した。学生のアイデアから計 6

共同開発がスタートしました。

つの商品が開発されました。

アエルで試食推奨に臨んだ学生たち

生の声を聴くこともできました。

グループに分かれ、学生たちが

4 月 25 日（水）には、先行し

古今東北ブランドの商品開発

自分たちで考えた開発商品案を

て発売された「バターかすてぃ

を通して、復興支援に関われた

プレゼンしました。その提案に

ら」「バウム」「ゆずポン酢」

事が仙台で学ぶ学生たちの誇り

基づいて、製造メーカーにサン

の 3 品の即売会を、仙台駅前ア

となったようです。

プルを作っていただきました。

エルで開きました。学生たちが

（(株)東北協同事業開発

試食比較を通して、味・食感・

自ら試食販売を行い、お客様の

営業担当課長 齋藤拓次）

会員生協だより
生協あいコープみやぎ

●『おだやかな革命』上映会＆トークセッション
5 月 13 日（日）せんだいメデ

督、ひっぽ電力、あいコープみ

ィアテークにおいて、市民団体

やぎの 4 者でトークセッション

である「エネシフみやぎ」と、

を行いました。

あいコープみやぎの共催で、渡

渡辺監督は、震災後の東北を

辺智史監督作品『おだやかな革

はじめ、再生可能エネルギーで

命』上映会を開催しました。会

地域振興する動きが全国的に広

場の 180 席は完売でした。

がっていることを話されました。

トークセッションの様子

この作品は自然エネルギーな

あいコープの発電産地の一つで

（左から）あいコープ鈴木理事、ひっぽ電力
の金上さん、渡辺監督、エネシフみやぎの浦
井さん

どを用いて、地域を振興させる

ある丸森町のひっぽ電力事務局

で支えることができます。電気

ために奮闘する人々の姿を追っ

長の金上孝さんは「再エネを増

も自分で選んだものにお金を払

たドキュメンタリーです。原発

やす事だけが目的ではなく、そ

うことで「おだやかな革命」に

事故後に設立された会津電力な

れを足掛かりに地域が活性化す

参加できることを会場に呼び掛

ども登場します。

ることを目指している」とおっ

け、トークセッションは幕を下

しゃいました。

ろしました。

上映後は、エネシフみやぎの
浦井彰代表を進行役に、渡辺監

私たちは生産者を「購買の力」

（理事 鈴木真奈美）

大学生協東北事業連合

●「第 36 回通常総会」報告
5 月 27 日（日）大学生協東北

合、関西北陸事業連合、九州事

事業連合の「第 36 回通常総会」

業連合と締結した合併契約書承

厚生労働省より合併等が認可

が開かれ、すべての議案が賛成

認の件」が提案され、反対・保

されましたら、2018 年 11 月 1

多数で可決されました。

留はなく特別議決されました。

日に存続連合の大学生協東京事

事業連合の合併等に関わって

5 月 25 日から 27 日までの間、

ります。

業連合の名称を「生活協同組合

は、第 2 号議案「北海道事業連

他の事業連合総会においても同

連合会大学生協事業連合（略

合、東京事業連合、東海事業連

様の議案が特別議決され、2018

称・大学生協事業連合）」とす

年 11 月 1 日をもって、6 つの事

る予定です。6 つの事業連合が

業連合が合併することが承認さ

合併することにより、これまで

れました。法的には、大学生協

の地域単位の事業連合の枠を越

東京事業連合が存続連合となり、

えて、よりいっそう会員生協の

他の事業連合の権利義務全部を

ビジョン実現に貢献する連帯組

承継し、大学生協東北事業連合

織を築き上げていきます。

横山英信理事長の挨拶の様子

等は解散して消滅することとな

（専務理事 佐藤和之）

会員生協だより
宮城労働者共済生協

● 宮城労済生協創立 60 周年記念ミュージカルを開催
4 月 30 日(月・祝)東京エレク

を行っています。

トロンホール宮城において、宮

定員 1,500 人を大きく上回る

城労済生協の創立 60 周年を記

4,798 人からご応募をいただい

念し、「全労済文化フェスティ

た今回の創立 60 周年記念公演。

バル ファミリーミュージカル

歌や踊りを交えながら、仲間た

オズの魔法使い」を開催しまし

ちが力を合わせて願いを叶える

た。

物語に、来場者からは「迫力が

このフェスティバルは、「次

あった」「初めてミュージカル

代を担う子どもたちとご家族に、

に接し、感激です」など嬉しい

良質な文化芸術に触れ豊かな心

感想をいただきました。

を育んでいただきたい」という

宮城労済生協は今後もイベン

願いを込め、毎年 3 月から 4 月

ト等を通じて、地域への還元や

にかけて、東京の「全労済ホー

子どもたちの健全育成に向けた

ル スペース・ゼロ」で開催し、

取り組みを行ってまいります。

今年で 26 年目になる舞台公演

（専務理事 蛭田美幸）

「オズの魔法使い」劇中の様子
（劇団ポプラ）

出演者と共に記念撮影

です。2011 年からは全国で公演

宮城県高齢者生協

● 介護職員初任者研修のおすすめ
宮城県高齢者生活協同組合で

すすめます。

法人宮城厚生協会坂総合病院保

は、2018 年度も介護職員初任者

初任者研修の応用編の資格と

健師、看護師、(有)みやぎ保健企

研修を開催いたします。（受講

して「実務者研修」があります。

画セントラルキッチン管理栄養

期間：8/4～11/4 土･日中心）

初任者研修よりも専門的な知識

士があたります。現場経験豊富

を身につける内容になっており、

な講師陣が担当します。

介護職員初任者研修は、厚生
労働省認定の公的資格です。国

研修時間も介護職員初任者研修

ぜひ、この機会に受講してみ

家資格ではありませんが、介護

130 時間に対し、450 時間のカ

てはいかがでしょうか。お申し

職員として働く上で介護の基礎

リキュラムになっています。

込みは 7 月 27 日
（金）
までです。

知識やスキルを証明できる資格

宮城県高齢者生活協同組合の

です。介護に携わる上で、最低

介護職員初任者研修講師陣は、

限必要な基礎知識を学ぶ研修で

当組合の介護福祉士、ケアマネ

※概要は「行事予定」をご覧ください。

すので、初心者の方は介護職員

ジャー、社会福祉法人宮城厚生

お問合せ/宮城県高齢者生活協同組合

初任者研修から受講することを

福祉会の介護福祉士、公益財団

TEL:022（727）6577

（専務理事 菅野俊明）

環境のとりくみ
協同のとりくみ

● 宮城県労働者福祉協議会「第 55 回定期総会」参加報告
5 月 31 日（木）ハーネル仙台

会計報告ならびに監査報告、

において、宮城県労働者福祉協

2018 年度活動方針、2018 年度

議会（労福協）
「第 55 回定期総

予算、役員改選について、提案

会」が開催されました。労福協

され、全議案満場一致で採択さ

は、連合宮城などの労働組合と

れました。

東北労働金庫、全労済宮城県本

社会福祉法人宮城ろうふく会

部、宮城県生協連、労働福祉セ

の運営する特養老人ホーム大東

ンター、労働者福祉資産協会、

苑の今後の経営環境をふまえ、

宮城ろうふく会で構成され、労

社会福祉法人ビーナス会に運営

幹事が役員に就任しました。新

働者福祉に関する事項について

をお願いすることとし、労働組

しい事務局長に、連合宮城から

調査研究を行い、労働者福祉の

合からビーナス会に経営移行す

推薦された後藤完也さんが就任

増進と社会保障の確立に寄与す

ることが報告されました。役員

することとなりました。

ることを目的とした団体です。

改選では、宮城ろうふく会の我

「連帯・協同で、安心・共生

「第 55 回定期総会」は、代議

妻壮一幹事、8 年間事務局長を

の福祉社会をつくろう」という

員 44 人、役員 13 人が参加し、

務めた大竹松男事務局長が退任

スローガンのもと、活動をすす

2017 年度活動報告、2017 年度

し、各構成団体から推薦された

めていきます。

挨拶する小出裕一会長

● 2018 年 4 月 1 日、協同組合の連携組織がスタート!
1956 年に設立された「日本協

機構（JCA）へと組織再編しま

地域・都道府県・全国の各段階

同組合連絡協議会（JJC）」は、

した。 JCA は、これまで JC 総

における様々な協同組合の間の

これまでの協同組合間の連携活

研が培ってきた現場に根差した

連携を支援・拡大し、協同組合

動をさらに促進するために、

調査・研究 事業を、“地域のよ

のチカラを結集し地域の課題の

2018 年 4 月 1 日、新たな連携組

りよいくらし・仕事づくり”と

解決を目指します。

織「日本協同組合連携機構

いった視点から拡充するととも

（JCA）
」を発足させることとし

に、日本の ICA 加盟組織 17 団

ました。

体が組織する日本協同組合連絡

農林水産業・購買・金融・共

協議会（JJC）が、その発足か

済・就労創出・福祉・医療・旅

ら 60 有余年の間担ってきた国

行・住宅など幅広い分野にわた

内外の協同組合間の連携強化等

る日本の協同組合の代表者が集

の機能を発展させていきます。

まり協議し、協同組合間の連携

JCA の目的は、
「協同組合の健

をさらに促進していくために、

全な発展と地域のよりよいくら

一般社団法人 JC 総研を改組し、

し・仕事づくりへの貢献」です。

一般社団法人日本協同組合連携

JCA は、3 つの事業をすすめ、

(一社)日本協同組合連携機構
（JCA）
目的：協同組合の健全な発展と
地域のよりよいくらし・仕事
づくりへの貢献。
①協同組合間連携
（推進・支援）

3 つの事業

②政策提言・広報
（発信）
③教育・研究
（把握・共有・普及）

環境のとりくみ
食育のとりくみ
食 育 は 、自 らあ り た い姿 を め ざ し、 個 人 や集 団 で 学 ぶも の だと 思 い ま す。 また 、食 育 を 実 践 す る場 合 は 、食 事 と 食 生 活
を正 しく 理 解 できる知 識 とスキルを身 につけ、それを実 現 できる「食 の環 境 」を 創 り上 げるこ とが大 切 です。食 育 を実 践 し
ていくにあたって、生 協 も率 先 して役 割 を 発 揮 していきます。

みやぎ生協

● わが家の味噌づくり交流会「田植え交流」
5 月 20 日（日）大崎市田尻大
嶺で「わが家の味噌づくり交流

加し、総勢 150 人で田植えを行
いました。

会」を開催しました。

苗は、生産者の皆さんがこの

今年度「わが家の味噌づくり

日のためにハウスの中で温度

交流会」
は 7 回の開催を予定し、

管理をしながら育てた「めぐみ

一年間を通してさまざまな農

野 つや姫」です。一番小さい

作業と、生産者の皆さんとの交

参加者は 2 才のお子さん。裸足

流を体験します。

で田んぼに入ってカエルを捕

第 1 回目の「田植え交流」に
は抽選に当選した 26 家族 103

まえたり、タニシを見つけたり、
泥の感触を楽しみました。

人、生産者、関係者、JA 職員、

昼食には、
「めぐみ野 志津川

生協職員、そして「めぐみ野 志

湾産生かき」生産者の皆さんか

津川湾産生かき」の生産者も参

ら、「めぐみ野 生かき」をいた

だきました。
食の安全安心を、目で確かめ
体験する「めぐみ野」ならでは
の交流です。
（産直推進本部事務局長
佐々木ゆかり）

生協あいコープみやぎ

● 田んぼにいこう！「田植え」
毎年恒例の大郷みどり会交流

少しの曇り空と程よい気温と

者のみなさんが準備をして下さ

田(宮城県大郷町)での「田植え体

いう田植え日和の中、大人も子

り、
「仙台えんのう倶楽部」会員

験」が、5 月 19 日（土）に開催

どもも泥んこになりながら「ひ

の皆さんの運営協力により続け

されました。申込者数 79 人、ス

とめぼれ」の苗を一所懸命植え

てくることができました。

タッフを含めると総勢 100 人に

ました。

も上る参加がありました。

田植えの後は、大郷みどり会

一心不乱に植え続ける大人や

の方からのご厚意で、お米 3 種

子どもがいる一方、田んぼに入

（金のいぶき、ひとめぼれ、さ

るのを躊躇する子、入ったのは

さにしき）の試食もふるまわれ、

いいものの怖くて号泣する子も

おかわりにくる子どもたちが続

いました。それぞれにとって貴

出しました。

重な体験となったことでしょう。

交流田での活動は、「草取り」

この交流田での農業体験は、

「生き物調査」
「稲刈り」と続き

今年で 22 回目になります。生産

ます。
（副理事長 髙野恵美子）

環境のとりくみ
平和のとりくみ
生協は、「平和とよりよき生活のために」をスローガンに掲げています。唯一の被爆国の国民として核兵器廃絶を訴えるとともに、戦争
放棄をうたった憲法 9 条を含めた日本国憲法のよさと大事さを学び、話し合い、多くの人々が平和を守るネットワークへ参加する活動を
広げていきます。

みやぎ生協

● 憲法学習会「あなたこそ

たからもの」

5 月 22 日（火）フォレスト仙

映像と音楽の
シンクロ・ステージ

台フォレストホールにおいて、

「地球のステージ」

伊藤真弁護士（伊藤塾塾長、法
学館法律事務所所長）を講師に
迎え、憲法学習会「あなたこそ
たからもの」を 120 人の参加者
で開催しました。

講師の伊藤真弁護士

伊藤真弁護士は、憲法を子ど
もに手渡すきっかけとして作ら
れた絵本「あなたこそ

たから

なりました。
参加者からは、「憲法の本質、

もの」の筆者でもあります。こ

そこに定められていることがい

の学習会は、その絵本の題名に

かに重要で、私たちのくらしを

ちなんでつけられました。

保障しているのかを改めて感じ

憲法はなんのために、だれの

ました」
「政治や憲法に無関心で

ためにあるのか。憲法を学ぶ意

いても、無関係ではいられませ

義、憲法改正の問題点、自衛隊

ん。これから未来ある子どもた

を憲法 9 条に書き加えることで

ちのためにも冷静な判断をして

の弊害、国民投票の問題点など

いきたいです」などの感想をい

をわかりやすくお話いただき、

ただきました。

憲法改正が取りざたされている

（生活文化部 昆野加代子）

核兵器廃絶と世界の平和をテーマ
に、目や耳や心で命と平和の大切さを
感じる学習の場として、世界の紛争地
で心のケアなどの医療救援活動を行っ
ている医師桑山紀彦さんのライブコンサ
ートを開催します。
「パレスチナ編」「ヒロシマ編」「ゼロ戦
と大地編」「津波 8 年目編」など、映像
と音楽、語りで平和の尊さを伝えます。
▶日時：2018 年 8 月 9 日（木）
10：30～12：30
会場：太白区文化センター
楽楽楽ホール
（定員 300 人）
▶日時：2018 年 8 月 10 日（金）
10：30～12：30
会場：登米祝祭劇場・小ホール
（定員 100 人）
＜参加費無料＞
【お問合せ】
みやぎ生協生活文化部
 022-218-3880

昨今、時機にかなった学習会に

宮城県生協連

● ヒバクシャ国際署名連絡会宮城「街頭署名活動」～地球上から核兵器の廃絶をめざして
6 月 25 日（月）ヒバクシャ国

いました。この活動は毎月継続

カップルなどが話しかけていま

際署名連絡会宮城（略：連絡会

しています。「紫のたすきをか

した。1 時間の署名活動で 108

宮城）と原爆被害者の会は、仙

けた被爆者の方が来ています。

筆集まりました。

台市一番町平和ビル前において

どうぞ被爆体験を聞いてみてく

19 人の参加で街頭署名活動を行

ださい」との呼びかけに、若い

6 月末現在、連絡会宮城の署
名数は 101,059 筆です。

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

● 新しい「こ～ぷの森三峯山」に植林しました
宮城県内の自然と緑を豊かに

合など 50 人が参加し、クリやミ

する活動として 1992 年から始

ズナラなどの広葉樹を植えまし

まった“こ～ぷの森”づくりは、

た。“こ～ぷの森”への植林や

2018 年春、新たなに「こ～ぷの

手入れ作業の費用は、メンバー

森三峯山」（大和町吉田）が加

からの募金やアルミ缶回収益、

わり、12 カ所に広がりました。

協賛企業からの募金などを積み

親子で広葉樹の植付けをする様子

総面積は 60ha となり、これまで

立てた「COOP 緑の基金」を活

うに、1 本 1 本丁寧に植付けま

89,000 本の針葉樹や広葉樹を植

用しています。当日は、緑の基

した。

林してきました。

金への協賛企業様からの「募金

5 月 12 日（土）に開催した「植

の贈呈式」も行いました。

林体験会」には、メンバー親子、

参加者は植え方の指導を受け

協賛企業の方々、職員、森林組

た後、苗木がこの地に根付くよ

近くにはブナ林が広がってい
ます。昼食交流後にはブナ林の
散策も楽しみました。
（生活文化部 昆野加代子）

宮城教育大学生協

● 全国大学生協連「全国環境セミナー」の開催校として
6 月 23 日（土）24 日（日）に、

会員がどのような環境活動を行

全国大学生協連主催「全国環境

っているかを知るための分科会

セミナー」が、宮城教育大学を

や、ブース交流が行われました。

会場に開催されました。「人と

参加者は、分科会やブース交

地球にやさしい持続可能な社会

流を通して環境活動のアイデア

の実現を目指して」のテーマの

を学び、活動に対する自信を持

もと、全国 33 会員生協 200 人が

つ機会となり、これから自大学

参加しました。

で活動を主体的に行う上でのモ

開催校として参加し、宮城教

セミナーでは、実行委員が提

チベーションも向上しました。

育大学学生委員として、環境へ

起する企画や宮城教育大学前学

また、一人ひとりが環境への意

の意識が変わる人が 1 人でも増

長の見上一幸さんの講演を通し

識を変えて活動を行うことが、

えるよう、組合員を巻き込んだ

て、世界や日本の環境問題につ

組織、地域、国、やがて世界の

活動に一層励みたいと思います。

いて現状をとらえ、問題を自分

環境をかえる力になること、共

（学生委員会環境部局 Cap

事として認識する活動と、他の

に環境活動に取り組む仲間がい

分科会の様子

ることを学びました。

相馬健太郎）

環境のとりくみ
消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎの活動
消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ（略称：消費者懇）は、安心して食生活・消費生活をおくれる環境を求めて、食品の安
全行政、消費者行政の充実強化を目指し、宮城県内の消費者組織の連携をはかり、消費者運動を促進することを目的として活動しま
す。 【構成団体】 宮城県生活協同組合連合会、NPO 法人仙台・みやぎ消費者支援ネット、宮城県地域婦人団体連絡協議会、宮城県消費
者団体連絡協議会、みやぎ生活協同組合、生活協同組合あいコープみやぎ、公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ﾈｯﾄﾜｰｸ（MELON）

● 2018 年度「第 1 回食品の安全行政・消費者行政合同部会」
6 月 22 日（金）フォレスト仙

の見直し、営業届出制度の創設

台 5 階 501 会議室において、

に関しての説明があり、仙台市

2018 年度第 1 回食品の安全行

独自の HACCP の手法を用いた

政部会と消費者行政部会を合

自主衛生管理を段階的に評価

同開催しました。各構成団体か

する「仙台 HACCP」の制度内

ら部会メンバーの他、理事や職

容についてもお話いただきま

員など 25 人が参加しました。

した。
仙台市担当部局との情報交流の様子

加藤房子消費者懇事務局長

続いて、仙台市の消費者被害

（県連常務理事）が開会挨拶を

の現状や未然防止のための取

行い、参加者から各所属団体の

行い、「行政部局と連携を図る

り組みについて、平成 29 年度

取り組みについて報告があり

ことで消費者・消費者団体の意

消費生活相談概要について、高

ました。みやぎ生協から生協の

見が反映され、行政からの情報

齢者の消費者トラブルの状況

HACCP 制度化に向けた状況報

も直接受け取ることができる

では、80 歳以上の方からの相談

告や 2018 年度のメンバーの消

ことから、仙台市担当者との情

が年々増加しており、訪問販売

費者力向上のための取り組み

報交流を目的に合同部会を開

や電話勧誘販売の契約トラブ

の紹介、生協あいコープみやぎ

催しており、今年度で 2 回目で

ルが多くなっていることの報

から食品の安全に向けた取り

ある」と説明しました。

告がありました。高齢者の消費

組みや遺伝子組み換えナタネ

者被害未然防止に対応するた

の宮城県内での交雑の調査を

食品が供給されるための取り

め、
「悪質な訪問販売お断り！」

実施していることの報告があ

組みについて、平成 30 年度版

ステッカー及びリーフレット

りました。

「食の情報館」に基づき①食品

の配付を実施、今後市内 3～4

参加者から質疑・意見なども

関係営業施設の監視指導②食

ヵ所でステッカーを配付する

出され、直接仙台市担当者と情

品等の検査③食中毒の発生状

ことや、学習会開催のお知らせ

報交流ができた有意義な時間

況④仙台市食品の安全性確保

がありました。

となりました。

学習として、仙台市の安全な

に関する基本方針⑤平成 30 年

質疑応答のあと情報交流を

（事務局長 加藤房子）

度仙台市食品衛生監視指導計
画の 5 つの重点事業について報

≪仙台市の担当者≫

告がありました。また「食品衛

仙台市健康福祉局保健所生活衛生課

山本均課長
食品衛生係 佐藤晴彦係長

仙台市市民局生活安全安心部
消費生活センター

櫻井浩所長
消費生活係 藤田陽子係長

生法等の一部を改正する法律」
が 6 月 13 日に公布されたこと
を受け、HACCP に沿った衛生
管理の制度化と営業許可制度
消費者行政の充実強化を
すすめる懇談会みやぎ

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 ﾌｫﾚｽﾄ仙台５F ＴEL 022-276-5162 FAX 022-276-5160
E ﾒｰﾙ sn.m10046kn@todock.jp ＵＲＬ http://kenren.miyagi.coop/katudou/consumer.m/index.htm

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 2003 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 37、個人 58 です。（2018 年 3 月現在）

●「2018 年度第 16 回総会＆記念講演」
6 月 6 日（水）仙台福祉プラ

2017 年度活動報告・決算承認の

ザ 2 階ふれあいホールにおいて、

件、第 2 号議案の 2018 年度活

消費税率引き上げをやめさせる

動方針・収支予算決定の件、第

ネットワーク宮城の「2018 年度

3 号義案の役員選任の件の提案

第 16 回総会＆記念講演」が開

があり、全議案が承認されまし

催され、生協、消費者団体、日

た。監査について会計監査人の

専連、宮商連などの関係者、事

佐藤誠志さん（仙台アパレル小

業者、一般市民など 220 人が参

売専門店協会副会長）からご報

加しました。

告いただきました。総会アピー

三戸部尚一代表世話人（宮城

ルの提案を泉田みつ子さん（仙

講師の荻原博子さん
（経済ジャーナリスト）

県商工団体連合会会長）の開会

台民商副会長）が行い、採択さ

後の生活にはどのくらいかかり

挨拶後、
大越健治代表世話人
（み

れました。
（後掲）

そうなのか、現実的な公的年金

やぎ生協専務理事）を議長に、

記念講演は講師に経済ジャー

支給額がいくらなのかというこ

総会がすすめられました。野崎

ナリストの荻原博子さんをお迎

とを具体的に知っておく必要が

和夫事務局長（宮城県生協連専

えし、
『これからの増税ラッシュ

ある。まず『50 歳までにプラス

務理事）から、第１号議案の

にどう備える？～老後の幸せの

マイナスゼロ』を目指すという

ために～』と題して、ご講演い

計画を立てる。50 歳を迎える前

ただきました。

に老後に備えたお金というプラ

三戸部尚一代表世話人の開会挨拶

泉田みつ子さん（左）より
総会アピールの提案

消費税ネット

「国民には増税をしておきな

ス部分はなくても、住宅ローン

がら、一方で、森友・加計学園

を繰上返済して借金ゼロ、子ど

のようなことがあることに怒り

もは社会人になって教育費ゼロ

を感じる。最近では、30 歳代で

の状態にしておく」など、具体

も老後のくらしに不安を感じる

的に例を上げてお話されました。

ようになってきている。要因と

そして結論として、
「長生きリス

しては、社会保障費が年々削減

クに対応するためには、今は現

されていることや雇用形態が変

金で貯蓄することが大切で、借

わってきたこと、長生きするこ

金を返して現金をためること

とがリスクになってきたことな

だ」とお話しされました。

どから年金への不安、仕事への

参加者は、家計から経済・税

不安、健康への不安が上げられ

金について考える機会となりま

る。現実に即した老後プランを

した。

考えるためには、自分たちの老

（事務局 加藤房子）

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5F TEL 022(276)5162 FAX 022(276)5160
E ﾒｰﾙ sn.m31660hk@todock.jp URL http://kenren.miyagi.coop/katudou/vat/activity.html

NPO 法人 介護・福祉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。私たちは知識と力を合わせ、良質な介護・福祉サービス提供と
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ます。もって子どもから大人まです
べての人の人権が尊重されるまちづくりと、地域住民の福祉向上に資することを NPO 法人介護・福祉サービス非営利団体ネットワーク
みやぎ（略称：介護・福祉ネットみやぎ）の目的としています。会員数は正会員 21 団体、個人正会員 19 人、団体賛助会員 2 団体、個人
賛助会員 57 人です。（2018 年６月現在）

●「2018 年度総会＆記念講演」
6 月 13 日（水）13 時 30 分よ

全議案とも賛成多数で採択承認

りフォレスト仙台第 2 フォレス

されました。議案採択に引き続

トホールにおいて、
「2018 年度

いて、総会決議（案）が提案さ

総会」が正会員 39 人（本人出席

れ、出席者全員の拍手で採択さ

33 人・書面議決書 6 人）の参加

れました。
（後掲）

で開催されました。

総会に先立ち、総会記念講演

内昭子理事長の開会挨拶の

として、
「地域包括ケアを問い直

後、来賓を代表して、宮城県保

す～高齢者の尊厳を守るために

健福祉部長寿社会政策課田代浩

～」と題し、大阪社会保障推進

一介護政策専門官よりご挨拶が

協議会の寺内順子事務局長より

ありました。また、宮城県社会

ご講演いただきました。

講師の寺内順子事務局長
（大阪社会保障推進協議会）

しいただきました。
寺内さんは、
「国の進める地域

保障推進協議会会長刈田啓史郎

急速に高齢化が進む中、国は

包括ケアシステムは、公的責任

様より総会へのメッセージをい

医療や介護が必要な状態になっ

不在、地域の助け合いへの矮小

ただきました。

ても、住み慣れた地域や場所で

化、費用負担問題など多くの課

議案は、第１号議案 2017 年度

安心して生活が続けられるよう

題を抱えていることが実態調査

事業報告承認の件、第 2 号議案

「地域包括ケアシステムの構

などを通しわかった。
『地域包括

2017 年度決算報告承認の件、第

築」の実現を目指しています。

ケアシステム』が財政抑制につ

3 号議案 2018 年度事業計画及び

この実現に向け、医療・介護分

ながりうる側面に注意しつつ、

活動予算決定の件、第 4 号議案

野では、医療制度改革と地域包

ケアの形とそれを支える財政政

役員選任の件について、野崎和

括ケアの具体化に向けた改革が

策が真に国民の求めに応じたも

夫理事から一括して提案を行い、

行われてきました。

のになっているか、絶えず問い

ご講演では、大阪社会保障推
進協議会が実施した地域の医療
や介護現場における実態調査を

直していくことが求められる」
と強く訴えられました。
私たちが暮らす地域のあり方、

通し、国の進める医療再編と介

ケアのあり方を考える貴重な機

護改革の問題点や課題を明らか

会となりました。

にし、人間の尊厳を守るために

（事務局長 渡辺淳子）

本来あるべき医療と介護を考え
るとともに、住民のための本当
の地域包括ケアとは何かをお話
総会で挨拶する内昭子理事長
NPO 法人 介護・
福祉ネットみやぎ

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5F ＴEL 022-276-5202 FAX 022-276-5205
E ﾒｰﾙ sn.mkaigonet2@todock.jp ＵＲＬ http://www.kaigonet-miyagi.jp/index.html

適格消費者団体ＮＰＯ法人 消費者市民ネットとうほくの活動
NPO 法人消費者市民ネットとうほく（略称：ネットとうほく）は、消費者被害の未然・拡大防止及び救済のため、消費者や消費者団体・関係
諸機関・消費者問題専門家等と連携し、各種消費者被害の調査・研究・情報収集、是正申入等の活動によって、消費者全体の利益擁
護、消費者の権利の確立に寄与することを目的に活動している内閣総理大臣認定の適格消費者団体です。

● 2018 年度「第 1 回ネットとうほく消費者被害事例ラボ」―デジタル遺品の法的取り扱い―
2018 年度「第 1 回消費者被

カウントとデータ、PC や USB

て男澤拓弁護士（ネットとうほ

害事例ラボ」を、5 月 14 日（月）

メモリ等に保存されたデータの

く検討委員）から、
「最近は、資

18 時 30 分から仙台弁護士会館

ことを言います。
中里さんは「デ

産などをインターネット上にデ

において開催し、
「デジタル遺品

ジタル遺品による様々な一般的

ータで管理・保管するケースも

の法的取扱い」をテーマに中里

問題、法的な問題が混在してい

あるので、急死した場合が問題

真福島大学行政政策学類准教授

る」とお話され、利用した覚え

で被害が拡大すると思われる。

（ネットとうほく理事・検討委

がないネットサービスの利用料

日頃から、パソコン内のデータ

員）が報告しました。学識者、

金請求や ID・パスワードの不正

等を整理するよう心掛けること

弁護士、消費生活相談員、行政

使用、パスワードの紛失等、デ

が必要ではないか」等、活発に

職員など、29 人が参加しました。

ジタル遺産として顕在化する被

意見交換ができたラボとなりま

害の報告がありました。

した。

「デジタル遺品」とは、故人
が遺したインターネット上のア

また、実務家からの観点とし

●「2018 年度通常総会・記念講演会」開催報告
一(社 Ｅ)Ｃネットワーク理事

から一括の提案を行ないました。

館 4 階ホールにおいて、市民ネ

続いて、監査報告が車塚潤監事

ットとうほく「2018 年度通常総

よりありました。各議案は賛成

会」が、正会員 92 人（本人出

多数で採択承認されました。

講師 原田由里さん

6 月 30 日（土）仙台弁護士会

席 31 人、委任状による代理出

総会に先立ち、
「総会記念講演

席 16 人、書面議決書 45 人）の

会」を開催し、一般社団法人 EC

参加で開催されました。議長に、

ネットワーク理事の原田由里さ

吉田敏恵さんが選出されました。

んから「最近のネット取引にお

使いこなす能力を身につけるこ

議案は、第 1 号議案：2017 年

ける消費者トラブルの現状と対

とが必要ということでした。ネ

度事業報告承認の件、第 2 号議

策」についてご講演いただきま

ット取引での支払は、使用履歴

案：2017 年度決算報告承認の件、

した。スマホの普及、SNS の利

は確認・保管する、利用規約や

第 3 号議案：2018 年度事業計

用者が多くなる中、出掛けなく

返品条件は、長い文章となって

画決定の件、第 4 号議案 2018

ても買物ができるネット取引は、

いることが多いが、しっかりと

年度活動予算決定の件、第 5 号

利便性がある反面、様々なトラ

読んでから買物をして欲しい」

議案：定款の一部変更の件、第

ブルに遭う危険もある。被害に

とお話がありました。

6 号議案：議案決議効力発生の

あわないためには、あふれる情

件のについて、小野寺友宏理事

報、広告を選別できるセンスと

適格消費者団体
NPO 法人
消費者市民ネットとうほく

（事務局 金野倫子）

〒981-0933 仙台市青葉区柏木 1-2-40 ブライトシティ柏木７０２号室
TEL 022-727-9123 FAX 022-739-7477 E ﾒｰﾙ shiminnet-tohoku@triton.ocn.ne.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）

●「ユニセフのつどい 2018 in みやぎ」
安田菜津紀さん講演会『世界の子どもたちと向き合って』
6 月 9 日（土）仙台市シルバ

い、何かをお返ししたい、と。

ーセンター交流ホールにおいて、

パレスチナ自治区ガザ地区で

「ユニセフのつどい 2018 in み

は、エルサレムにアメリカ大使

やぎ」を開催し、230 人が参加

館を移したことで抗議デモが起

しました。

き、犠牲者が出ていることが報

講師に、フォトジャーナリス

道されています。パレスチナの

ト の 安 田 菜 津 紀 さ ん （ studio

人々は 70 年間不安定で自由が

AFTERMODE 所属）をお迎え

束縛された暮らしをしているに

が損なわれることもあります。

しました。安田さんは 16 歳のと

もかかわらず、東日本大震災後

彼らを苦しめてきたのは、世界

き、
「国境なき子どもたち」レポ

は毎年両国の国旗をイメージし

から無視されること、関心が寄

ーターとして、カンボジアの子

た凧を作って、震災からの復興

せられないこと、自分たちの声

どもたちを取材したことがきっ

を祈って凧揚げをしています。

が届かないことでした。

かけとなり、
『伝える』活動に従

シリアの紛争は 2011 年に発

事するようになりました。

生し、8 年目になっています。

講師の安田菜津紀さん
（フォトジャーナリスト）

最後に、震災後の岩手県陸前
高田市のお話もありました。

カンボジアは国旗にも描かれ

中東に関わったのはシリアが最

常に人々の心に寄り添った取

ている世界遺産「アンコール・

初で、紛争前のシリアは治安が

材から、安田さんの優しさを感

ワット遺跡群」が有名で、観光

安定した平和な国でした。紛争

じることができました。子ども

地となっていますが、30 年以上

前は 2,200 万人だった人口のう

たちにレンズを向けるとき、
「あ

も内戦や虐殺など過酷な歴史を

ち、半分以上の 1,200 万人が国

なたに対する願い」
「これからに

経験した国です。その国で人身

内外に避難民となって逃れてい

対する願い」を込めて、シャッ

売買の被害にあった同年代の子

ます。隣国ヨルダンでは、自国

ターを切るとのこと。

どもたちが、自分以外の誰かを

の人口 900 万人に対し、100 万

支えたいと考えていることに出

人のシリア難民を受け入れてい

会ったことが出発点でした。自

ます。難民になると仕事に就く

分から誰かを守れる人になりた

ことができず、人としての尊厳

安田さんを囲んで

宮 城 県
ユニセフ協会

＜参加者からの感想＞
「無関心が最大の苦しみ」という
話に、改めて自らを振り返りまし
た。本日学んだことをまわりの人た
ちに伝えていくこと、それは私にも
できることです。

講演終了後には、著書へのサ
イン会もありました。

「役割分担」という言葉が印象に
残りました。一人ですべてのことが
できるわけではない。自分にできる
こと、毎日を精一杯、たいせつに生
きることを心に誓いました。

（事務局長 五十嵐栄子）

シリアは「戦争」のイメージでした
が、平和な時代の美しいシリアを
知ることができ、胸がいっぱいになり
ました。「子どもの表情で社会がわ
かる」その通りですね。子どもたちに
笑顔が戻ることを願います。

〒981-3194 宮城県仙台市泉区八乙女 4-2-2 みやぎ生協 A 棟３F 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 529、法人
63 団体、任意団体 10 団体です。合計 602 です。（6/12 現在）

● 生ごみ堆肥化＆ベランダ園芸講座
「キッチンでおしゃれにハーブを楽しもう♪」
5 月 12 日（土）フォレスト仙

き、参加者全員で香りや手触り

台５階 501 号室において、毎年

を楽しみました。年を越して育

開催している生ごみ堆肥化＆ベ

てるものは、冬になる前に 1/3

ランダ園芸講座として、
「キッチ

くらいに剪定して、根詰まりし

ンでおしゃれにハーブを楽しも

ている場合は一回り大きな鉢に

う♪」を開催しました。

移植すると良いそうです。

生ごみ堆肥化の講座は、4R 推

今回配付したミントは繁殖力

進部会の篠原富雄部会長が、実

が旺盛で、庭にそのまま植える

際に段ボールの堆肥化キットを

とどんどん増えすぎるので、バ

作るコツを説明しました。動物

ケツなどに入れて繁殖をおさえ

性の物はしっかり熱を通して、

るようにするのがポイントとの

水を軽く切って入れるのがポイ

ことでした。

篠原富雄部会長の生ごみ堆肥化講座

吉田満さん（ハーブ農家）のハーブ講座

今回は 16 人と参加者は少な

ントです。
ハーブ講座では、蔵王でハー

めでしたが、参加者は生ごみの

「段ボール式の生ごみ堆肥化キットの
詳しい作り方」 ホームページはこちら↓

ブを育てている農家の吉田満さ

堆肥化やベランダ園芸について

んにお話を伺いました。たくさ

楽しく学びました。

http://blog.canpan.info/melonblog/
archive/831

んのハーブを持ってきていただ

（事務局統括 小林幸司）

「うちエコ診断」で
ご家庭の光熱費と CO2 排出を削減しませんか！
環境省認定の「うちエコ診断士」が診断ソフトを使って、
あなたのご家庭のエネルギー使用量を診断し、光熱費の
節約について具体的にアドバイスを行います。
どなたでも無料で診断いたします。診断をご希望の方は
以下の URL からお申込みいただくか、MELON 内ストップ
温暖化センターみやぎまでお問合せ下さい！
ストップ温暖化センターみやぎ 担当/吉田
TEL:022-301-9145 FAX:022-219-5710
[うちエコ診断ウェブサイト]

http://www.melon.or.jp/melon/contents/
Global_Warming/uchieko/uchieko_index.html

MELON 事務局

各家庭にあわせたオーダーメイドの対策を提案しま
す。
無理なくできる地球温暖化対策をご提案します。
専用ソフトを用いて一目で分かるご説明をします。
専用ソフトを用いて、各家庭の年間エネルギー使用量
や光熱費、CO2 排出量を分かりやすくお見せします。

うちエコ診断士が診断を行います。
「うちエコ診断士」が省エネ機器や家庭での温暖
化対策の「なぜ？」「どうして？」にお答えします。
具体的な情報を提供します。
すぐ対策を実行できるよう、具体的にどうすればいい
の？どこで売っているの？といった質問にお答えしま
す。

〒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

行事予定

宮城県高齢者生協「介護職員初任者研修受講生募集」

受講期間/2018 年 8 月 4 日（土）～11 月 4 日（日）
定 員/20 人

＜カリキュラムの一例＞

受講料/60,000 円（別途教材費 5,400 円※分割支払い可）
会

介護における尊厳の保持と自立支援
介護の基本
介護・福祉サービスの理解と医療の連携

場/社会福祉法人宮城県厚生福祉会

介護におけるコミュニケーション技術

介護老人福祉施設「田子のまち」

認知症の理解

（仙台市宮城野区田子字冨里 153）

こころとからだのしくみと生活支援技術
いろいろな生活援助技術

介護老人福祉施設

田子のまち

介護過程の基礎的理解

最寄駅：ＪＲ仙石線「福田町駅」
から徒歩 3 分

総合生活支援技術演習

他

【お申込み・お問合せ】
宮城県高齢者生活協同組合/研修担当
仙台市泉区黒松 1-14-25
TEL：022(727)6577 FAX：022（727）6588

消費者懇「消費者行政部会学習会」

認知症などで判断能力が衰えた方々などを、

＜学習講演＞

消費者被害から守れる『成年後見制度』に

認 知 症 になったら財 産 はどうなるの？
そんな不安を法的に支える制度があります

ついて学習します。

日時

2018 年

8 月 22 日（水）

フォレスト仙台 2 階 第 5・6 会議室
（仙台市青葉区柏木 1-2-45）

100 人

参加費

無料

問合せ

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎ
仙台市青葉区柏木 1-2-45 フォレスト仙台 5 階
TEL：022(276)5162 FAX：022（276）5160

（
仙台弁護士会）

定員

講師

会場

大橋 洋介 弁護士

10：30～12：00

