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㊨2013年6月撮影：被災した建物が撤去され、空き地が目立つ
 （撮影：本間賢二さん）



西條典雄元県生協連会長理事・顧問のお別れ会開催報告 
 

 西條典雄元県生協連会長理事・顧問が 2019 年 10 月 15 日に永眠されました。その功績を

しのぶ「お別れの会」を、2020 年 1 月 25 日（土）仙台勝山館において、みやぎ生協と宮

城県生協連の共催で開催しました。西條典雄さんゆかりの生協関係者等、約 100 人が参加

しました。 
西條典雄さんは、1962 年に宮城県学校生協の専務理事として生協運動に関わられました。

1970 年の宮城県生活協同組合連合会設立時には、初代の会長理事に就任され、地域に生協

運動をいかに広げるかについて、当時の宮城県民生協とともに真摯に検討し実践されまし

た。そうしたなかで、1982 年には宮城県学校生協と宮城県民生協の合併を行い、みやぎ生

活協同組合を誕生させ、初代の理事長として 1994 年までつとめられ、みやぎ生協の礎を築

くとともに、今日の宮城県内の生協運動発展の礎を築かれました。 
 1970～1980 年代は、全国的に生協運動が全国の各地域に広がっていった時期であるとと

もに、生協規制の波も非常に大きくなった時代でもありました。そのような中、みやぎ生

協理事長、宮城県生協連会長理事、日本生協連副会長、また引退後は宮城高齢者生協理事

長として、あわせて 57 年間の長きにわたり宮城県、日本の生協運動の発展に大きな貢献を

されました。 
 「お別れの会」では、西條典雄さんの生い立ち、教員生活、人柄、生協運動におけるエ

ピソードが紹介され、その功績を偲びました。西條典雄さんをはじめ、当時、生協運動に

関わった皆様の労苦に思いを致し、感謝する機会となりました。 
故人が生前皆様からいただいたご厚情、ご高配に謹んで感謝致しますとともに、宮城県、

日本の生協運動に対しまして一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。 
 

【略歴】 
1928 年（昭和 3 年）11 月 21 日 
宮城県桃生郡北上町（現 石巻市）で生まれる 

1948 年（昭和 23 年） 
宮城師範学校卒業後、宮戸中学校教諭として 
教員生活をスタート 

1962 年（昭和 37 年） 
宮城県学校生協専務理事として生協活動に関わる 

2019 年 10 月 15 日、ご逝去 

【受賞、受章】 
1993 年 国務大臣経済企画庁長官表彰（消費者保護功労） 

      藍綬褒章受章（公益事業功労） 
2000 年 勲五等双光旭日章受章 

 



 
 
 
 
 

 

「ＳＤＧｓと大学生協」 
   

 宮城県生協連理事  佐 藤  和 之  

 大学生協事業連合常務理事（東北地区担当） 
     
          

  
2015 年に国連で採択された

「持続可能な開発目標(SDGs)」
は、昨今さまざまなメディアで

取り上げられ、広く知られると

ころとなりました。街中では

SDGs のピンバッジを着けてい

るビジネスパーソンが目立つ

ようになり、地球環境や人類社

会の持続可能性への危機感が

広がるなか、SDGs 達成に向け

て取り組むことは企業にとっ

て社会的使命であるだけでな

く、当たり前のことになりつつ

あります。 
 
これまで大学生協では、「組

合員の参加を活発にし、協同体

験を広めて、人と地球にやさし

い持続可能な社会をつくる」こ

とをビジョンとして掲げ、組合

員（学生や教職員）とともに、

平和活動や環境活動、復興支援

など、さまざまな取り組みをす

すめてきました。こうした大学

生協の取り組みはSDGsと関連

づけて再評価することができ

ます。また、SDGsのめざす「誰

一人取り残さない」という考え

方は、協同組合の価値と共通し

ており、大学生協にとって共感

できる目標です。 
 
2019 年 12月に開催された全

国大学生協連と大学生協共済

連の通常総会では、「すべての

大学生協でSDGsに関連する取

り組みを進めていきましょ

う！」との「行動宣言」を採択

し、会員生協に向けて、SDGs
の考え方を学ぶことにとどま

らず、具体的なアクションを起

こすことを呼びかけました。 
大学においてSDGsはまだま

だ市民権を得ているようには

見えませんが、最近ではSDGs
の取り組みを推進する大学が

増えてきており、キャンパス内

で事業・活動を行う大学生協に

対する期待は大きくなってい

ます。また、大学生協内でSDGs
について話題にすると、社会的

な課題に取り組むことの必要

性を理解し、そうした活動に共

感する学生が思いのほか多い

ことに気づかされます。 
 
私たち大学生協は、大学にあ

る協同組合として、プラスチッ

クごみの抑制やフードロスの

削減など、キャンパス内の身近

な課題に取り組むことで、組合

員のライフスタイルの転換を

促し、次世代の担い手である学

生の環境マインドや社会的な

課題への意識を育んでいきた

いと願っています。そして、持

続可能な社会の実現に向けて、

SDGsを共通言語にして、組合

員とともに、さらには大学や地

域、取引先など大学生協に関わ

る人たちとともに、これからも

取り組み続けてまいります。                       

 

県連役員エッセイ 



※開催順に掲載（敬称略） 

 

 

 

● 県内６政党との懇談会を開催 

 

県内 6 政党の役員と宮城県生

協連役員による「2019 年度政党

懇談会」を、以下の日程で開催

しました。   
宮城県生協連からは、東日本

大震災被害の被災者や被災地復

興支援、復興商品、台風 19 号被

害と支援活動、フードバンク、

地域での支え合いや居場所づく

りの取り組み、要請活動などに

ついて報告しました。 
各政党からは、国・県・市政

に関わる取り組み状況などが紹

介され、有意義な懇談の場とな

りました。 
 

【懇談会のテーマ】 
①震災からの復旧・復興、被災

者支援の取り組みについて 
②安心して暮らせる地域づくり

にむけた取り組みについて 
③消費者のくらしを守る取り組

みについて 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

宮城県生協連の活動 

＜自由民主党宮城県支部連合会＞ 

日時 １月18日（土）9：30～10：30  会場 自民党宮城県連会館会議室 

 

＜社会民主党宮城県連合＞ 

日時 １月18日（土）11：30～12：30  会場 江陽グランドホテル 

 

   役 職 氏 名 

代表 
県会議員 岸田 清実 

幹事長 
仙台市会議員 

辻   隆 一 

 

役 職 氏 名 

会長代理  
県会議員        

安藤  俊威 

筆頭副会長  
仙台市会議員 

渡辺   博 

副会長  飯岡   智 

副会長  菅原 清枝 

幹事長  
県会議員 

菊地 恵一 

政務調査会長 
県会議員   佐々木幸士 

幹事長代理 
仙台市会議員 

菊地 崇良 

青年局長 
県会議員 

渡辺 勝幸 

女性局長  
県会議員 外崎 浩子 

事務局長 入野田 博 

 

<県生協連参加者一覧> 
会長理事  大越 健治 

（みやぎ生協専務理事） 

 専務理事  野崎 和夫 

 常務理事  加藤 房子 

 常務理事  渡辺 淳子 

理   事  松木 弥恵 
（みやぎ生協地域代表理事） 

理   事  高橋 千佳 
（生協あいコープみやぎ理事長） 

 監   事  板垣乙未生 

  事 務 局  松本研一郎 

 



 
 

＜公明党宮城県本部＞ 

日時 １月25日（土）9：30～10：30  会場 江陽グランドホテル 

 

 

 

 

 

 

   役 職 氏 名 

代表   
県会議員 

庄子 賢一 

副代表  
県会議員 

伊藤 和博 

副幹事長  県民運動本部長 
県会議員 横山  昇 

女性局次長   
仙台市会議員 佐々木真由美 

 

＜日本共産党宮城県委員会＞ 

日時 １月25日（土）11：00～12：00  会場 江陽グランドホテル 

 

 

 

 

 

 

   役 職 氏 名 

県議団団長 三浦 一敏 

県会議員 金田  基 

仙台市議団団長 嵯峨サダ子 

仙台市議団幹事長 すげの直子 

 

＜立憲民主党宮城県連合＞ 

日時 ２月１日（土）9：30～10：30  会場 江陽グランドホテル 

 

 

 

 

 

 

   役 職 氏 名 

代表   
衆議院議員 岡本あき子 

代表代行   
参議院議員 石垣のりこ 

幹事長  鎌田さゆり 

幹事  財政委員長 
仙台市会議員 佐藤わか子 

広報委員長   
仙台市会議員 細野たかし 

仙台市会議員 山下  純 

 

＜国民民主党宮城県総支部連合会＞ 

日時 ２月１日（土）11：00～12：00  会場 江陽グランドホテル 

 

 

 

 

 

 

   役 職 氏 名 

代表   
仙台市会議員 沼沢 真也 

幹事長  財政委員長 
仙台市会議員 渡辺 敬信 

事務局長  青年委員長 
仙台市会議員 

郷古正太郎 

 



遠藤信哉副知事に募金を贈呈しました 

1 月 8 日贈呈式（大越健治会長理事） 

 1 月 31 日贈呈式（野崎和夫専務理事） 

  

 

● 全国の生協組合員による台風 19 号被害緊急支援募金約 4,200 万円を宮城県に贈呈

 

2019年 10 月 12 日から 13 日
にかけて上陸した台風 19 号に

よる暴風雨や川の氾濫等により、

東日本を中心に多数の死者・行

方不明者、住宅への浸水など、

甚大な被害が発生しました。 
日本生協連は、昨年 10 月 18

日～12 月 20 日の期間で、台風 
19 号被害緊急支援募金を全国

の生協に呼びかけ、156 生協か

ら、総額 284,133,873 円が寄せ

られました。 
1 月 8 日（水）宮城県庁 4 階

の副知事応接室において、宮城

県生協連の大越健治県連会長理

事が全国の生協を代表して遠藤

信哉副知事に、宮城県分として

30,046,827 円の募金の第 1 次贈

呈を行いました（災害救助法適

用の１都 13 県のうち、自都県内

被災者へ義援金をお渡しできる

枠組みの 1都11県へ被害状況に

より配分して贈呈）。 
大越健治県連会長理事からは、

角田・丸森地区に職員を復興支

援ボランティアとして派遣して

いること、丸森災害ボランティ

アセンターでの運営支援活動な

どの紹介がありました。遠藤副

知事からは、「人的・物的面での

復興支援に感謝申し上げます。

被災者が一日でも早く安心して

暮らせるよう、これからの寒さ

対策も考え義援金を大切に使わ

せていただきます」とのお言葉

をいただきました。 
また、1 月 31 日（金）に、同

じく宮城県庁副知事応接室にお

いて、宮城県生協連の野崎和夫

専務理事が遠藤信哉副知事に、

第 2 次贈呈分として、１次締切

（12/20）以降、最終締切（1/20）
までの募金額92,778,921円のう

ち、12,849,049 円を宮城県に贈

呈しました。 
全国の生協組合員から助け合

いの気持ちで寄せられた募金は、

第１次と第 2 次をあわせて

42,895,876 円となり、宮城県の

令和元年台風 19 号県災害義援

金として活用されました。 
 

 

● 2019 年度生協冬灯油暫定価格の変更について 

   

中東の政情不安、OPEC によ

る減産継続の延長と減産幅の拡

大、ベネズエラ情勢への懸念、

WHO の新型コロナウィルス緊

急事態宣言による世界経済の停

滞、石油需要停滞の可能性、米

国のシェールオイルをはじめと

する非 OPEC 諸国による生産増

加などの影響による、中東原油

価格の上昇・下落が起きたこと

から、1 月 25 日（土）と 2 月 10
日（月）に冬灯油暫定価格を変

更しました。 
冬灯油シーズン中、原油価格

の乱高下が継続している場合は

割戻しで対応することといたし

ます。

対象期間 9 月 30 日（月）～1 月 24 日（金） 1 月 25 日（土）～2 月 9 日（日） 2 月 10 日（月）～ 
配達灯油暫定価格 1 缶 18 ㍑ 1 ㍑ 1 缶 18 ㍑ 1 ㍑ 1 缶 18 ㍑ 1 ㍑ 
お任せ価格（税込） 1,674 円 93.0 円 1,782 円 99.0 円 1,692 円 94.0 円 
個缶価格（税込） 1,692 円 94.0 円 1,800 円 100.0 円 1,710 円 95.0 円 

宮城県生協連の活動 



講師の浦郷由季さん 

全国消費者団体連絡会事務局長 

  

 

● 日本生協連北海道・東北地連、県生協連共催「2019 年度監事研修交流会」開催

 

1 月 21 日（火）江陽グランド

ホテルにおいて、日本生協連北

海道･東北地連と宮城県生協連

の共催で「監事研修交流会」が

開催されました。北海道･東北の

各生協連から9会員26人の監事

と監事スタッフが参加しました。

宮城県生協連からは、みやぎ生

協から 5 人、宮城労働者共済生

協から 1 人が参加しました。 
昨年度から参加生協の取り組

み交流に重点をおいており、今

年度も 4 生協（コープさっぽろ、

いわて生協、生協共立社、コー

プあいづ）から新たに取り組ん

だこと、前進面について報告を

いただきました。また、グルー

プごとに交流しました。 
学習講演として、日本生協連

法務部の土屋良一さんより、「会

計監査･期末監査と監査報告書

作成のポイント」について学び

ました。この間のテーマとして

は、監事の「業務監査」が中心

でしたが、今回は「会計監査」

について、生協法･施行規則の規

定から解説していただきました。 
参加者からは「会計監査への

監事としての関り方がわかった」

「チェックリストの活用を進め

たい」「各生協の具体的取り組み

内容が大変に参考になった」「こ

の研修交流会は是非今後も継続

して欲しい」等の感想がありま

した。

 

● 宮城県、県生協連主催「2019 年度消費生活協同組合役員研修会」開催 

 

1 月 22 日（水）宮城県庁 2 階

第二入札室において、宮城県・

宮城県生協連主催による「2019
年度消費生活協同組合役員研修

会」が開催されました。会員生

協など 16 生協 48 人の参加があ

りました。 
はじめに、宮城県環境生活部

参事兼消費生活・文化課の鈴木

文也課長と宮城県生協連大越健

治会長理事から、開会の挨拶が

ありました。 
続いて、（一社）全国消費者団

体連絡会事務局長の浦郷由季さ

んを講師に、「食品ロス削減推進

法の成立と期待される役割」と

題して講演がありました。 
2019 年 10 月 1 日に日本初と

なる「食品ロスの削減の推進に

関する法律（略称：食品ロス削

減推進法）」が施行されました。 

浦郷さんは、消費者組織とし

ての生協に期待することとして、

食品ロスの現状や期限表示への

理解、欠品に対する意識の持ち

方、食品ロス削減について考え

行動する消費者を増やすための

コミュニケーションの場作りの

必要性を話されました。 
また、食品ロス削減を国民各

層に「我が事」として行動を求

め、多様な連携により「国民運

動」として推進することを基本

的な方向とする「食品ロスの削

減の推進に関する基本的な方針

（素案）」について紹介があり、

意見募集中のため多くの方から

意見をお願いしたいとお話され

ました。 
その後、宮城県環境生活部循

環型社会推進課リサイクル推進

班技師の木幡光さんから、「食品

ロス削減推進法に係る宮城県の

施策・活動」について、生活協

同組合連合会コープ東北サンネ

ット事業連合コープフードバン

ク事務局長の中村礼子さんから、

「コープフードバンクの活動」

について報告がありました。 
最後に、宮城県環境生活部消

費生活・文化課の五十嵐綾主査

より、「消費生活協同組合指導検

査結果」について報告があり、

生協の運営上留意すべきことに

ついて話されました。 

宮城県生協連の活動 



①みなさん集中して手作りしていました ②岐阜県や京都府、群馬県の生協からお菓子

の支援が寄せられました －気仙沼市の災害公営住宅にて（四反田住宅）－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

● ふれあい喫茶を継続して開催しています 

 

東日本大震災から 9 年目にな

りますが、みやぎ生協では被災

された方々を支援するためサロ

ン活動（ふれあい喫茶）を継続

して取り組んでいます。 
1 月 30 日（木）気仙沼市の市

営四反田住宅（災害公営住宅）

の談話室で「さわやかお茶会」

を開催し、7 人が参加しました。  
この会場では毎月 1 回程度、

定期的に開催しています。 
手作りが大好きな方々が多い

ため、ボランティアが事前に手

作りキットを準備し、おひとり

100 円の参加費をいただいて手

作りを楽しんでいます。この日

作ったのは、干支にちなんで「ね

ずみの小銭入れ」。細かな作り

物でしたが、「かわいい！」と、

とても喜ばれました。 
作り物の後は、全国の生協の

みなさんからお送りいただいた

お菓子と住民の方が差し入れて

くれた干し柿や漬物をいただき、

支援への感謝の声が寄せられて

いました。 
     （生活文化部 山田尚子）

● とうほくてしごとカタログ FUCCO Vol.5 を発行しました 

 
みやぎ生協では、東日本大震

災で被災された方々が製作した

ポーチやアクセサリーなどの手

作り雑貨を掲載したカタログ

「～とうほくてしごとカタログ

～FUCCO（フッコ）」を、「NPO
法人応援のしっぽ」と協同で継

続して制作し、生活再建や生き

がいづくりを支援しています。 
「FUCCO」では、複数の手作

り団体の商品をまとめて購入で

きるしくみとなっているほか、

委託販売などの販売支援の取り

組みも紹介しています。 
その「FUCCO」の Vol.5 を、

1 月に発行しました。今回のカ

タログでは、手作り団体の活動

の様子を知ることができるよう、

一部団体のホームページや動画

へのリンクを二次元コードで掲

載しています。 
カタログは、みやぎ生協店舗

サービスチラシラックに 3 月 15
日まで設置しているほか、ホー

ムページからもダウンロードが

できます。ぜひ、お手に取って

ご覧いただき、購入支援にご協

力ください。 
   （生活文化部 森浩子） 

 

※FUCCO という名前は、復興

という言葉に親しみを感じてほ

しいと、手作り団体の皆さんが

名付けました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

みやぎ生協  

みやぎ生協手作り商品カタログ 

とうほくてしごとカタログ FUCCO 

https://www.miyagi.coop/suport/ 

shien/handmade/ 
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● 2019 年度の復興支援の取り組み 

 

2015 年より毎年行ってきた

「宮城民医連・災害公営住宅訪

問アンケート調査」は、今年で 5
年目になりました。県内にある

災害公営住宅のうち、松島医療

生協では昨年 11 月に東松島市

と松島町分について、299 戸の

訪問と 746 戸のポスティングを

行いました。 
一斉訪問では、理事・職員が

チームを組んで訪問し、健康や

生活に不安は無いかなど聞き取

りに伺いました。また範囲が広

く回り切れない地域については、

組合員さんの協力を得てポステ

ィングを行っています。 
被災者からの聞き取った内容

や郵送で返却いただいた声は、

合わせて 325 件にもなりました。

（1 月末現在）。 
対話やアンケートを郵送して

いただいた方からは、「近所付

き合いが少ない」「家賃の負担

が重い」「お金が無いので医療

は内科だけにしている」「来年

度は年金だけの生活になるので

不安」といった声が出ていまし

た。 

集まったアンケート結果につ

いては、県内の他の地域分と合

わせ、宮城県民主医療機関連合

会で精査し、被災者の改善要求

に繋げて行く予定です。  
 （本部事務局 高橋 康則） 

 
 
 
 
 

                                         

 

 

 

● 支部活動や班活動で楽しく元気に 

 

2019 年度は山元支部の活動

が 4 年目となり、4 月から牛橋

地区で健康サロンを定例で行っ

ていた人たちが組合員となり、5
つ目の班「令和班」が生まれま

した。 
それぞれ 5 つの班では、健康

チェックや健康講話、体操、映

画会、手作り、お料理など様々

な活動を楽しんでいます。 
山元支部運営委員会も、町の

中央にある「つばめの杜ひだま

りホール」において定例で話し

合いを持つようになり、各班か

ら運営委員が参加し、支部の活

動だけでなく、医療生協の様々

な活動にも積極的に参加をして

くれています。 
昨年の台風 19 号の影響で、10

月の「支部まつり」や、11 月の

「おでかけ交流会」が中止にな

りましたが、今年 2 月に初めて

「山元支部交流会」を開催しま

した。交流会には組合員だけで

なく、多くの山元町の方に来て

いただけるよう、みなさんと声

掛けをしました。 
2020 年度は、中止になった行

事を成功させ、支援を継続して

いただいている近畿ブロックの

医療生協のみなさんと共に、医

療生協の輪をさらに広げていき

たいと思います。 
    （常務理事 児玉芳江） 

 

東日本大震災 復旧・復興のとりくみ  

松島医療生協  

みやぎ県南医療生協  

災害公営住宅訪問の様子 

輪になって、歌に合わせて楽しく脳トレ 

さあ、みんなで尿チェック 

「令和班」活動の様子 



豚舎の泥のかき出しをする様子 

  

  

 

 

 
 

 
 

● アイトピアホール地域食堂「こやぎちゃん」の取り組み 

 

みやぎ生協文化会館アイトピ

ア（略称：アイトピアホール、

石巻市中央 2 丁目）では、地域

住民がつどい、一緒に食事を通

して交流できる居場所づくりと

して、2019 年 9 月から月 1 回、

地域食堂「こやぎちゃん」を開

催しています。 
 地域食堂を始めるきっかけは、

東日本大震災後、アイトピアホ

ール近郊には復興公営住宅や新

興マンションが建設され、多く

の住民が住居を構えるようにな

りました。その中には、一人暮

らしや子育て中の方々なども多

く、そういった方々が気軽に立

ち寄れるコミュニティの拠点に

なってほしいとの思いからスタ

ートしました。 
これまでに延べ 183 人が、み

やぎ生協に登録するボランティ

アサークルお手製の食事や、地

域食堂オープン前に行われる

様々な企画などを楽しみに訪れ

ています。また、石巻社会福祉

協議会と連携しながら、参加者

や地域住民などによるミニ企画

も開催する予定です。 
テーブルを囲んで会話を楽し

みながら、ゆっくりと食事の時

間を過ごし、新たな出会いの場

になるよう、これからも取り組

んでいきます。 
  （生活文化部 高橋めぐみ） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

● 台風 19 号被害「めぐみ野」生産者・被災者への支援活動  

 
みやぎ生協は 2019年 10月 23

日から 1 月 26 日まで、台風 19
号で被害を受けた角田・丸森地

区の「めぐみ野」生産者の支援

活動に 21 回取り組み、職員を中

心に理事やメンバーのべ 343 人

が参加しました。 
米、野菜、豚の生産者の自宅、

圃場、施設に入り込んだ泥のか

き出しや片づけなどを行い、生

産者から「支援のおかげでもう

一度頑張る気持ちになった」な

どの言葉をいただき、作業する

側も自然と力が湧いてきました。 
「めぐみ野」ふるさと豚の生

産者・古川尚武さんの言葉です。

「豚舎の上流の川が氾濫し、150
頭の豚が一瞬で流されてしまい

ました。自宅も 1ｍ床上浸水し、

変わり果てた豚舎を見た時には

再開を諦めました。しかし、関

係各所の協力を得て、流された

豚の回収を進め 70 頭を回収、角

田市内にある廃業した豚舎を借

りて飼育を続けました。生協の

職員・メンバーに自宅と豚舎の

かき出しをしていただき、12 月

20日には豚舎へ里帰りを果たし、

再開の目途も立ちました。紆余

曲折を経て再開できたのは、作

業協力のみならず元気を与え続

けてくれた、みなさんのおかげ

です。ありがとうございました。」 
4 月以降、生産者の希望に応じ

た支援再開を検討しています。 
また、丸森地区への炊き出し

支援を昨年11月から毎月1回行

っています。2 月 8 日（土）は、

五福谷地区集会所前で行いまし

た。JA 新みやぎ、JA みやぎ仙

南の生産者・職員、お取引先、

みやぎ生協などから 25 人が参

加しました。 
（生活文化部課長 本間賢二） 

会員生協だより 

みやぎ生協  

居場所 

づくり 

いろいろな世代の方々が訪れています 



龍谷大学政策学部教授の大島堅一さん 

会場の様子 

  

  

 

 

 
 

 
 

● 講演会「原発やめると電気料金が上がる？～原発の本当のコスト～」 

 

1 月 24 日（金）日立システム

ズホール 3 階エッグホールにお

いて、龍谷大学政策学部教授の

大島堅一さんの講演会を開催し、

65 人の参加がありました。身近

な女川原発の再稼働が、いよい

よ現実味を帯びてきたこともあ

り、老若男女が関心を持ち参加

しました。 
大島さんは、「原発は低コス

ト」「ベースロード電源として

必要だ」という政府の発表や、

「原発は他の電源に比べ高くな

い」という電力会社の広報を批

判。原発のコストとは、発電す

るための費用だけでなく、トラ

ブルが起こった時の処理対応な

ど社会的費用が含まれます。現

実として起こった福島第一原発

の事故において、事故処理に係

る費用が加害者負担原則である

にもかかわらず、私たち消費者

が負担させられている不条理も

再認識。参加者はあらためて、

原発が割に合わない発電方法だ

と実感しました。 
原発が安全かそうでないかを

議論すれば、双方が主張して終

わりがありませんが、経済面か

ら見ると原発は反対派にはもち

ろん、推進派にとっても利益の

ないものであることがよく解り

ました。今がやめ時。ここで原

発をすっぱり諦め、再エネにシ

フトしなければ！と誰もが思う

素晴らしい講演でした。 
   （理事 鈴木真奈美）

 
 

 

●「第 28 回組合員活動交流集会」 

  

2 月 16 日（日）ホテルパレス

松洲を会場に、「第 28 回組合員

活動交流集会」を開催しました。 
今年は初めて午前の部で、映

画を自主上映しました。在宅医

療と介護をテーマにした「ピア

～まちをつなぐもの～」で、在

宅医療に取り組む若手医師が悩

みながらも多職種連携で成長し

ていくお話です。 
会場の定員が 150 人という制

約はありましたが、組合員の他、

行政、社協、町内の介護事業

所などもご招待し見ていた

だきました。皆さん「見て良

かった」「感動して泣いた」

といった感想の他、看護師や

介護士からは「自分たちの仕

事に誇りが持てた」や「連携

の様子が分かりやすく表現

されていて良かった」など、

高齢組合員からは「将来自分も

ああいう介護をしてもらいたい」

など出ていました。町の関係者

からも「見せていただいてあり

がとうございます」と言われ、

こちらも嬉しかったです。普段、

地元でお世話になっている方々

に見ていただけたことは、地域

連携する上でも良かったと思っ

ています。 
午後の部は、交流会で昼食を

食べながら、各支部選りすぐり

の踊りやカラオケで大盛り上が

りしました。 
 （本部事務局 高橋 康則） 

会員生協だより 

生協あいコープみやぎ  

松島医療生協  



環境のとりくみ 協同のとりくみ 
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● 宮城県労働者福祉協議会が宮城県に勤労者福祉に関する要請を行いました 

 

宮城県労働者福祉協議会（構

成団体：連合宮城、東北労働金

庫宮城県本部、こくみん共済

coop 宮城推進本部、宮城県生協

連、労働者福祉資産協会、労働

福祉センターみやぎ等）では、

勤労者福祉に関する政策制度要

請を、宮城県に対して毎年度行

っています。 
1 月 21 日（火）宮城県庁にお

いて、「勤労者福祉に関する要請

書」（後掲）を、村井嘉浩宮城県

知事に手渡し懇談しました。 
宮城労福協の小出裕一会長が

要請書を提出後、後藤完也事務

局長が主な要請項目について概

要を説明しました。主な要請項

目は、SDGs の達成と協同組合

の促進・支援、大規模災害等の

被災者支援と防災・減災の強化、

生活困窮者自立支援制度の拡充、

格差・貧困社会の是正・セーフ

ティネットの強化、地域におけ

る消費者教育の推進、中小企業

勤労者の福祉格差の是正、くら

しの安全・安心の確保（水道事

業等）、介護事業、奨学金制度の

拡充、フードバンクの普及・促

進、福祉灯油の実施等を要望し

ています。 
 村井知事からは、要請の趣旨

を十分ふまえ宮城県の施策のな

かで検討していきたい旨の話が

ありました。 

● 宮城県協同組合こんわ会主催「2019 年度ＩＹＣ学習会」 

 

2 月 10 日（月）JA ビル宮城

11 階大会議室において、宮城県

協同組合こんわ会（構成団体： 
JA 宮城中央会、宮城県生協連、

宮城県漁業協同組合、宮城県森

林組合連合会、日専連宮城県連

合会）主催による「2019 年度

IYC 学習会」が開催され、約 110
人が参加しました。 

国連は、2012 年を国際協同組

合年（ International Year of 
Co-operatives＝IYC）としまし

た。そして SDGs に見られるよ

うに、貧困の根絶・雇用創出・

社会的統合・持続可能な地域社

会の創出等へ、協同組合の果た

す役割が期待されています。 
2018 年 4 月に、約 650 の全国

の協同組合組織を会員とし、協

同組合間連携の推進・支援・広

報活動、および持続可能な地域

のよりよいくらし・仕事づくり

に向けた教育・調査・研究を行

う組織として、日本協同組合連

携機構（JCA）が発足しました。 
 こんわ会会長の高橋正 JA 宮

城中央会会長の開会挨拶後、「協

同組合の役割と協同組合間連携

の可能性～全国の事例に触れな

がら～」と題し、日本協同組合

連携機構協同組合連携部主席研

究員の前田健喜さんよりご講演

いただきました。協同組合間協

同で、地域社会の持続的発展に

寄与している県内外の優良事例

を通して、「地域の共通課題に対

し、協同組合の枠を超えた積極

的な相互連携などの取り組みが、

地域に果たす効果は非常に大き

いものと期待されている」と、

お話されました。 
 こんわ会副会長の佐藤正友宮

城県森林組合連合会代表理事会

長からアピール提案があり、同

じく副会長の山口哲男日専連宮

城県連合会会長が閉会挨拶を行

いました。（アピール文後掲） 
 協同を通じた持続可能な社会

について学ぶとともに、協同組

合間の連携と情報発信をより一

層強化し、地域社会の持続的発

展に寄与していくことを確認し

合う機会となりました。 



清掃活動のボランティアをする様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（生活文化部 昆野加代子） 

 

  

 

● 仙台市と宮城県の環境イベントに参加しました 
 

12 月 7 日（土）せんだいメデ

ィアテークで開催された「環境

フォーラムせんだい 2019 ～

知って得する環境学習」に、ブ

ース参加しました。この催しは、

市民、環境 NGO・NPO、企業、

大学、行政など実行委員会形式

で企画・運営し、来場者が楽し

みながら環境について考え、行

動するきっかけにすることを目

的に開催されました。みやぎ生

協では、エシカル消費の掲示や

環境配慮商品の展示などで、「つ

くる責任 つかう責任」を中心に

SDGs の取り組みをアピールし

ました。 
続いて、1 月 12 日（日）せん

だいメディアテークで開催され

た「地球のために、宮城から～

みやぎ環境フェスタ」（主催「ダ

メだっちゃ温暖化」宮城県民会

議）には、「コープでココチよ

いくらし ECO で HOT なおう

ちにしよう」をテーマに参加し

ました。身近なエコ・省エネの

工夫や、冬でも快適な住まいの

ポイントなどを展示しました。

また、再生可能エネルギー活用

の一環として、再生可能エネル

ギー比率の高い「コープのでん

き」の紹介も行い、来場者とも

この話題で会話が弾みました。 
 （生活文化部 昆野加代子）

   

 
● SENDAI 光のページェントに参加して 

 
12 月 18 日～20 日、12 月 23

日～25 日の期間、環境活動の一

環として、学生委員のべ 30 人が、

SENDAI 光のページェントボラ

ンティアに参加しました。 
参加の背景として、自分たち

環境部局が環境活動を行い広め

ていく中で、学内での活動に留

めておくのは意味がないと感じ、

またイベントと並行して行うこ

とで、参加しやすく、且つ環境

について考えてもらえると思っ

たからです。 
ボランティアの内容

は、SENDAI 光のペー

ジェントのリーフレッ

トの配布、ヒカリング

の販売、清掃活動で、

今回は環境について考

えてもらうため、清掃

活動をメインに行わせ

てもらいました。 

 また今回の活動は、組合員に

参加を呼び掛けることができる

かどうかを見るため、生協学生

委員のみの参加にしました。 
 活動後、環境について考えた

かというアンケートを参加者に

取ったところ、「ごみ問題や食

ロスなどについて考える機会に

なった」という肯定的な回答が

多かったですが、「清掃活動が

メインではないため、深く考え

ることがなかった」という否定

的な回答も見られました。 
（学生委員会環境部局キャップ  

   佐々木樹） 
 

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。 
 

環境のとりくみ 環境のとりくみ 

み や ぎ 生 協  

 

宮 城 教 育 大 学 生 協  

 



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） 

消費者行政の充実強化をすすめる懇談会みやぎの活動 

東北大学大学院農学研究科・農学部

冬木勝仁教授 

● 2019 年度「第 2 回食品の安全行政部会・消費者行政部会」を合同開催 

 
1 月 21 日（火）フォレスト仙

台 5 階 501 会議室において、

2019年度第 2回食品の安全行政

部会と消費者行政部会を合同開

催しました。各構成団体から部

会メンバーのほか、理事や職員

など 23 人が参加しました。 
はじめに、野崎和夫座長（宮

城県生協連専務理事）が開会挨

拶を行いました。 
次に、2018 年 4 月に主要農作

物種子法（以下、種子法）が廃

止されたことを受け、「宮城のコ

メ・麦・大豆の種は守れるの

か？！」と題して、東北大学大

学院農学研究科・農学部の冬木

勝仁教授を講師に学習をしまし

た。 
種子法が廃止してからの宮城

県の対応は、「宮城県主要農作物

種子に関する要綱」を制定し、

同日に施行しました。しかし、

優良な品種の決定や原種及び原

原種の生産等を継続させるため

には根拠法が必要なことから、

2019 年度に学識者・有識者・農

協関係者・種苗事業者・消費者

による条例制定に向けた懇話会

を設置し 2 回の審議で、県民に

対してもパブリックコメントの

募集を行い、2019 年 9 月議会に

て「県条例」を制定し、2020 年

4 月 1 日からの施行となってい

ます。 
種子法の廃止により、公的な

種子の開発、普及体制が縮小、

衰退していくことになり、民間

の種子事業に依存せざるを得な

くなる可能性があります。その

際に、内外のバイオ企業が開発

した種子が普及する可能性があ

り、交雑による生態系への影響、

食品としての安全性の問題など

が考えられることから、監視と

規制を強めることが求められま

す。 
消費者は、「近代的」種子供給

システムへ疑問を持ち、在来種、

自家採取にこだわる農家の存在

を知るなど、種子そのものにつ

いて考える必要があります。 
 種子法は、食糧の公共的性格

と安定供給、農業者の経営の安

定、消費における米の位置付け

と食糧制度、財政措置を維持す

るものでありましたが、種子法

が廃止されたことで、国民に対

する食糧の安定供給について国

が放棄したことになります。国

の米政策改革との関係では、需

給調整における国の役割の後退

になり、その影響で産地間競争

と県ごとの米戦略による都道府

県間の相違が起こっています。

自治体は、住民に対し主要農作

物の安定供給を優先するように

しなければなりません。 
宮城県の米戦略は、県民のた

めの安定供給のほか、みやぎ米

を増産し、他県等に売り込んで

いくというビジネスとして捉え

ている要素が大きく、県条例の

審議においても、そのような議

論となっていたことの指摘があ

りました。 
続いて、合同部会を開催しま

した。みやぎ生協地域代表理事

の反畑明実さんから第 33 回仙

台市食品安全対策協議会の開催

内容について、消費者懇の加藤

房子事務局長から令和 2 年度仙

台市食品衛生監視指導計画中間

案への意見提出の報告と、2020
年度活動計画案について説明が

ありました。 
   （事務局長 加藤房子） 

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  
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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 38、個人 74 です。（2019 年 3 月現在） 

東京大学名誉教授の醍醐聰さん 

● 講演会『教えてダイゴ先生♪消費税の疑問にお答えします！』開催 
 
10 月の消費税増税実施以後、

家計はさらに冷え込み、実質賃

金も下がり続けています。 
増税に加え「複数税率」「キャ

ッシュレス決済」への対応が、

中小業者に重い負担となり、地

域経済に深刻な影響を広げてい

ます。各種経済指標も軒並み悪

化しており、国民生活とわが国

経済の先行きに多くの国民が不

安を募らせています。 
安倍政権は、増税を実施して

以降、病床削減や医療・介護の

負担増といった社会保障抑制策

を打ち出しました。消費税の導

入以来繰り返されてきた「社会

保障のため」という政府の説明

が国民をあざむく大義名分でし

かなかったことを証明していま

す。 
このような中で、1 月 30 日

（木）エル・パーク仙台 5 階セ

ミナーホールにおいて、消費税

ネット主催による講演会を開催

しました。生協、消費者団体、

日専連、宮商連などの関係者、

事業者、一般市民など約 100 人

が参加しました。 
大越健治代表世話人（みやぎ

生協専務理事）からの開会挨拶

後、東京大学名誉教授の醍醐聰

さんをお迎えし、『教えてダイゴ

先生♪消費税の疑問にお答えし

ます！』と題してご講演いただ

きました。 
消費税が社会保障の充実にあ

てられたのは増収分の 20%に

しか過ぎず、半分以上は『後代

の負担の軽減』を理由とした国

債の利子の負担に回っている。

財政再建のために消費税増税を

使うのではなく、消費税増税と

ともに行われてきた法人税と所

得税の減税をもとに戻すこと。

諸外国と比べて日本の間接税が

低いという政府の説明は、標準

税率の比較であって生活必需品

を見ると、特に食料品は税率 0
や非課税の国が多くある。消費

税の逆進性の対応策として導入

された軽減税率だが、総務省の

家計調査のデータを分析すると、

2 人以上の勤労世帯では月平均

1,100円程度、単身世帯では 580
円程度と軽減には程遠い状況。

消費税が悪税である理由として、

想定どおりに価格に『転嫁』で

きる保証がなく医療機関やイー

トイン（10%）をイートアウト

（8%）に揃え 8%に据え置くコ

ンビニが増えてきている、転嫁

できない消費税の『隠れ負担』

がある。消費税を減税するため

の代わりの 3 つの財源提案とし

て、①下げ過ぎた法人税率を戻

す②高額所得層に富裕税を設け

る③大企業の留保利益に課税を

することとお話されました。 
様々な文献や資料に基づきご

説明され、「企業の内部留保益の

中には、企業の経営努力の結果

というよりも、給与の抑制、低

賃金の非正規雇用の拡大など、

著しく不公正な社会的要因によ

って積み上がった部分が少なく

ない。膨らんだ企業の留保利益

を、子育て支援や公的年金の底

上げなどに充てる社会還元が、

今求められている」と強く訴え

られました。 
消費税のもつ基本的な問題点

を学習し、消費税率引き上げ反

対の運動をすすめていくことを

確認できた講演会でした。 
三戸部尚一代表世話人（宮城

県商工団体連合会会長）の閉会

挨拶で終了しました。 
   （事務局 加藤房子）
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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 20 団体、個人正会員 19 人、団体賛助会員 3 団体、個人

賛助会員 57 人です。（2019 年 7 月現在） 

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 

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.coop  ＵＲＬ https://www.kaigonet-miyagi.jp/index.html 

NPO 法人 介護・ 
福祉ネットみやぎ 

● 2021 年度介護保険制度改定に向け介護保険制度の抜本改善を求める要望書を国に提出 

 

「介護の社会化」を謳い 2000
年度に施行された介護保険制度

は 20 年を迎えますが、これまで

サービスの削減や利用者負担割

合の引き上げなど負担増や介護

保険による給付対象範囲の縮小

などによる給付抑制が繰り返さ

れてきました。 
そのような中、2019 年 12 月

に、厚生労働省社会保障審議会

介護保険部会において次期介護

保険の中間案が示され、2020 年

の通常国会に向けた介護保険制

度の見直しの検討が進められて

います。見直しの大きな焦点と

して、利用者・家族から強い不

安が寄せられていた「ケアプラ

ンの有料化」「要介護 1、2 の生

活援助などの地域支援事業への

移行」などについては実施が見

送られました。しかし、補足給

付（低所得者を対象とした施設

等の居住費・食費・光熱費の負

担を補填）を細分化し、比較的

所得の高い層へより多くの自己

負担を求めるなどの見直しが盛

り込まれています。世代を問わ

ず貧困層が拡大している中でさ

らなる負担が求められれば、経

済的理由から利用抑制をせざる

を得ない介護難民が増大するこ

とは明らかです。介護保険法創

設の趣旨である「介護の社会化」

そして政府政策にある「介護離

職 0」の実現からは、遠ざかる

ことが懸念されます。 
一方、介護現場は介護人材の

不足や厳しい事業運営を抱え

ながら、利用者の介護を支えて

います。介護従事者の過酷な労

働と慢性的な人手不足は社会

問題となっており、職員を確保

できない事業所の倒産・廃業も

増加しています。介護従事者の

抜本的な処遇改善が急がれま

す。 
介護・福祉ネットみやぎでは、

2021 年度の介護保険制度改定

にあたって、介護現場の現状を

踏まえ、介護事業所の安定的な

事業運営、処遇改善、利用者負

担の抑制を求めて、2020 年 3
月 2 日（月）付けで、内閣総理

大臣、衆参両議長、厚生労働大

臣、財務大臣宛に「2021 年度

介護保険法改定に向け介護保険

制度の抜本改善を求める要望書」

を提出しました。（後掲） 
（事務局長 渡辺淳子） 

  
 
 
 
 

 
 

【 
 
 

 

 

 

 

１ ケアプランの有料化、要介護１、２の生活援助削減
など、サービスの抑制や負担増に繋がる制度見直し
は中止すること。 

２ 介護支援専門員等をはじめ、すべての介護事業所
に従事する者の賃金を大幅に引き上げ、労働条件
を抜本的に改善すること。  

                

３ 地域における医療と介護の連携を進め、退院からそ
の後の生活を継続して支援していく医療・介護の体
制の整備と拡充を図ること。 

４ 介護保険料、利用料負担の軽減を図ること。必要
なときに必要なサービスを受けられるよう、制度の改
善を図ること。 

５ 介護保険財政に対する国の負担割合を引き上げる
こと。そのための財源を国費で確保すること。         

要望項目 



男澤弁護士による講義の様子 

学生にマルチ商法の勧誘を、寸劇で体験

していただきました 

福
島
大
学
中
里
真
准
教
授 

 

 

 

 

 

 

 

● 2019 年度「第 5 回ネットとうほく消費者被害事例ラボ」  

「集団的消費者被害制度の対象を考える」－現在の訴訟状況も踏まえた問題提起について－ 

  

1 月 16 日（木）「第 5 回消費

者被害事例ラボ」が開催され、

15 人が参加しました。今回は、 
「集団的消費者被害制度の対象

を考える」－現在の訴訟状況も

踏まえた問題提起－をテーマに、

中里真福島大学准教授が解説し

ました。 
集団的消費

者被害制度は、

ネットとうほ

くを含む 21
団体の適格消

費者団体の中から、新たに認定

を受けた「特定適格消費者団体」

（消費者機構日本、消費者支援

機構関西、埼玉消費者被害をな

くす会の 3 団体）により、第一

段階として事業者側の責任を確

定するために提訴し、第二段階

として裁判判決によって事業者

の責任が確定した場合に個別の

消費者の債権を確定する手続き

が進められる制度です。 
最近では、消費者機構日本に

よって提訴がされた大学医学部

の入学検定料等の返還請求を求

めています。 
特定適格消費者団体が訴訟を

提起するきっかけは、①消費者

からの情報提供②会員からの情

報提供③国民生活センターから

の情報提供④全国の消費生活セ

ンターからの情報提供⑤マスコ

ミ報道等です。 
意見交換では、制度自体は画

期的だが制度自体が使いにくい

制度になっているのではないか

等の意見交換が行われました。 
 

● 岩手県立大学に講師を派遣しました 

 

1 月 29 日（水）岩手県立大学

総合政策学部へ講師派遣を行な

い、学生 30 人の参加がありま

した。 
検討委員男

おとこ

澤
ざわ

拓
ひらく

弁護士と理

事小野田由季相談員が、「弁護

士・消費生活相談員による消費

者法『実際の消費者被害を学ぼ

う』」をテーマに講義しました。 
男澤弁護士からは消費者法の

概要、適格消費者団体について、

消費者市民社会（エシカル消費、

SDGs 等）をテーマに講義をし、

小野田理事からは近時消費生活

センターに寄せられた若者に多

い消費者被害を紹介しました。 

特にマルチ商法に関しては、

実際に勧誘を体験してもらうた

めに、学生の皆さんに寸劇に参

加してもらいました。また、講

師から投げかけた質問に回答し、

消費者被害についてとても真面

目に受講していただけたようで

す。 
このようにネットとうほくで

は、様々なテーマで対応が出来

る専門講師が揃っています。 
テーマも含めご相談をいただ

ければ、ご対応させていただき

ますので、ぜひ最近の消費者問

題やチラシ広告等について学習

をしてみませんか。 
（事務局 金野倫子） 

 

認定 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。 

 

適格消費者団体 認定ＮＰＯ法人消費者市民ネットとうほくの活動 

〒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 https://www.shiminnet-tohoku.com/ 

 

適格消費者団体 
NPO 法人 
消費者市民ネットとうほく 



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 157 人  団体 7） 

環境のとりくみ 宮城県ユニセフ協会の活動 
 

 

 

 

 

 

● ユニセフハンド・イン・ハンド募金「すべての子どもに生きるチャンスを」 

 
12 月 22 日（日）はユニセフ

ハンド・イン・ハンド募金の全

国一斉行動日で、宮城県ユニセ

フ協会も募金活動を行いました。 
今年のハンド・イン・ハンド

では、「すべての子どもに生きる

チャンスを」というスローガン

のもと、幼い子どもたちの命を

守るための支援を呼びかけまし

た。 
仙台市青葉区一番町フォーラ

ス付近や中央通り水晶堂付近で、

ユニセフボランティアやガール

スカウトのみなさん、みやぎ生

協の理事のみなさんなど約 50
人が募金を呼びかけ、わずかな

時間にもかかわらず、73,325 円

の募金が寄せられました。 
ユニセフは、予防・治療が可

能な病気で子どもたちが命を落

とすことがないよう、予防接種

の実施、母乳育児や石けんを使

った手洗いの促進、栄養バラン

スのよい食事作りの講習、安全

な飲み水やトイレへのアクセス

の拡充といった多岐にわたる支

援を行なっています。 
5 歳の誕生日を迎えることな

く命を落とす子どもが、年間540
万人もいます。 
肺炎、下痢、はしかなどこれ

ら 3 つの病気で、2017 年の乳幼

児死亡数の約 3 割に相当する

150 万人以上が犠牲になってい

ます。 
どの病気にも治療薬やワクチ

ンなどの簡単な対処法があるに

もかかわらず、何百万人もの子

どもがこうした医療ケアにアク

セスできずにいるのです。 
今この瞬間も病気と闘う多く

の子どもたちが、命を守る支援

を必要としています。 
すべての子どもの命が守られ

それぞれの未来を切り開いてい

けるように、今後も募金活動を

継続し、支援を続けていきます。 
  （事務局長 大友千佳子） 
 
 

 
 

 

〒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.coop  ＵＲＬ https://www.unicef-miyagi.gr.jp/ 
 

宮 城 県 

 

第 41 回ユニセフ 

ハンド・イン・ハンド募金活動 １００円で＊＊＊ 

病気に対する身体の 

抵抗力を高める 

ビタミン A カプセル  

50 個分 

１，０００円で＊＊ 

下痢による脱水症を防ぐ 

経口補水塩(ORS)  

142 袋分 

 

３，０００円で＊＊ 

重度栄養不良の子どもの

ための治療食  90 袋分 

ユニセフ募金 

小さなお子さんが遠くから駆け寄ってきて 
募金をしてくれました。 



環境のとりくみ 公益財団法人 ＭＥＬＯＮの活動 
 

 

 

 

 

 

 

●「地球のために、宮城から ～みやぎ環境フェスタ」 

 
1 月 12（日）せんだいメディ

アテーク 1 階オープンスクエア

において、「みやぎ環境フェス

タ」が開催され、約 500 人が参

加しました。このイベントは「ダ

メだっちゃ温暖化」宮城県民会

議（宮城県）が主催し、MELON
は運営団体として参加しました。 

今年もたくさんのブース出展

があり、講演会、南極・北極○

×クイズ大会、令和元年度宮城

県ストップ温暖化賞表彰式など、

盛りだくさんの内容でした。 
講演会は、ご自身も南極観測

隊に参加経験のある国立極地研

究所及び総合研究大学院大学名

誉教授の山内恭さんをお招きし

て、「地球温暖化と北極・南極そ

して私たち」と題し、地球温暖

化と極地についてお話しいただ

きました。あわせて南極観測隊

の装備や、南極の氷を展示しま

した。南極の氷は約 1～2 万年前

に降った雪が押し固まってでき

たもので、当時の空気がそのま

ま閉じ込められているため、水

に入れるとプチプチと太古の空

気がはじけでる音が聞こえて、

参加者の興味を引いていました。 
会場では、学校、団体、企業

等の様々な趣向をこらした体験

型ブースに来場者が一喜一憂し、

楽しく地球環境問題を学んでい

ただけたと思います。 
気候変動はまさに待ったなし

の状況に来ており危機感は当然

必要なのですが、より多くの

方々に環境問題の現状を知って

いただくためにも、こうした楽

しいイベントを今後も実施して

いきたいと思います。 
   （事務局統括 小林幸司） 

 
               

 
「 
 
 

 

 

 

 

 

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 497、法人

59 団体、任意団体 10 団体です。合計 566 です。（1/29 現在） 

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   

  

 

南
極
の
氷
に
興
味
津
々
の
来
場
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【ブース出展団体】（順不同） 

仙台管区気象台、東北電力株式会社宮城支店、 

宮城教育大学大気科学研究室、白石工業高等学校、

気仙沼高等学校、東北地域エネルギー・温暖化対策

推進会議、株式会社三創、みやぎ生活協同組合、 

仙石エコ隊(宮城県地球温暖化防止活動推進員)、 

海辺のたからもの、花王グループカスタマーマーケティ

ング株式会社、宮城県（環境政策課・再生可能エネル

ギー室）、ストップ温暖化センターみやぎ、 

MELON 情報センター 

講
演
会
「
地
球
温
暖
化
と 

北
極
・南
極 

そ
し
て
私
た
ち
」 
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行事予定 
 

 開催日時          会  場 

第 5 1 回 通 常 総 会 2020 年 6 月 23 日(火) 10 時 30 分開会 ﾌｫﾚｽﾄ仙台 2F ﾌｫﾚｽﾄﾎｰﾙ 

第 1 回 理 事 会 6 月 23 日(火) 総 会 終 了 後 フォレスト仙台２F 第２会議室 

第 2 回 理 事 会 9 月 8 日(火) 13 時 30 分開会 フォレスト仙台 5F 501 号室 

第 3 回 理 事 会 12 月 15 日(火) 13 時 30 分開会 フォレスト仙台 5F 501 号室 

第 4 回 理 事 会 2021 年 3 月 9 日(火) 13 時 30 分開会 フォレスト仙台 5F 501 号室 

第 5 回 理 事 会 5 月 18 日(火) 13 時 30 分開会 フォレスト仙台 5F 501 号室 

宮城県生協組合員集会 2020 年 9 月 24 日(木) 10 時 00 分開会 東京エレクトロンホール宮城 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

消費税ネット「第 18 回総会＆記念講演」

2020 年度 宮城県生協連スケジュール 

 

2020 年 6月 2日[火] 13:30～15:30     エル・パーク仙台 セミナーホール 1・2 
＊総 会 13：30～14：00  

＊記念講演 14：00～15：30  

 

 

 

社会保障の財源に消費税をあてるはずが増税されて

も充実していません。財政危機を理由に、消費税増税や

社会保障改悪が、いともたやすくできてしまっていま

す。騙されないようにしっかりデータを見て、ものごと

の本質を見ていくことが必要です。 

 

講 

師 
 

 

本
田 

宏 

さ
ん 

 

主催 消費税率引き上げをやめさせるネットワーク宮城 

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 

<記念講演テーマ> 

『Dr.本田の社会保障切り捨て  

日本への処方せん』 

元外科医、ＮＰＯ法人医療制度研究会副理事長 

日本医学会連合労働環境検討委員会委員 

 

仙台市青葉区一番町 4-11-1 三越定禅寺通り館 5 階 
 

日時 

日時 

入 場 無 料  
（150人） 

会場 


