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三重県生活協同組合連合会

　三重県生活協同組合連合会第44回通常総会を2020年
6月24日（水）、教育文化会館大会議室にて開催しました。
今年は新型コロナウイルスの関係で、換気や検温、消毒、マ
スク着用といった対策の中での開催となり、代議員総数33
名のところ本人出席19名、委任3名、書面議決11名の参加
がありました。
　2019年度のまとめや、2020年度の活動計画、予算につ
いて西川専務理事より議案提案があり、すべての議案が、満
場一致で可決されました。また、議案審議では代議員や会
員生協、三重県生協連の委員などからSDGsの取り組みに
関わっての発言や活動報告があり、審議を深めました。

三重県生活協同組合連合会　第44回通常総会開催

♢ 食と健康の委員会から、食の安全・安心に関わる研修会や食と健康に関わる学習会の開催な
どの報告がありました。

♢ 生協大会実行委員会から、三重県生協大会「核兵器と世界のいま、そして私たちの未来」の報
告があり、核兵器廃絶へむけての世界情勢は岐路であり、一人ひとりが考え、行動に移してい
こう発言がありました。

♢ 生活協同組合コープみえから、SDGs行動宣言に合わせて取り組んだ様々な活動の報告があ
りました。

♢ 三重県学校生活協同組合から、コープのエシカル商品を広める取り組み報告があり、組合員
参加で「コープのエシカル消費」をすすめていくと発言がありました。
♢ みえ医療福祉生活協同組合から、子どもたちの居場所や子どもの貧困問題に関わる活動の報
告がありました。

♢ 三重大学生活協同組合から、SDGsに関わり取り組まれた開発途上国の子どもたちを支援す
る活動や健康づくり、環境に関わる活動について報告されました。コロナ禍に関わり大学生
協への支援に対する謝辞と、厳しい状況であるからこそ組合員のための生協でありたいとの
発言がありました。

♢ 三重短期大学生活協同組合から、コロナ禍に関わる支援に対する謝辞と、学生委員会のSDGs
に関わる活動の報告がありました。

♢ 三重県労働者共済生活協同組合から、体験プログラムや「SDGsと協同組合」をテーマとした
研修会、社会・地域貢献、防災・減災、環境保全などの活動が報告がありました。

開会挨拶　上野逹彦会長

議長　みえ医療福祉生協
大東友巳氏

議案提案
西川幸城専務理事議案審議の発言や報告より



3.11を忘れない
支援活動

被災地のいま
みやぎ生協・コープふくしまから
宮城・福島のいまをお伝えします

　楢葉町は、サッカーのナショナルトレーニン
グセンター「Jヴィレッジ」で有名な町です。
　「多数の天然芝のサッカーコートを有する日
本最大規模の施設があることが町民の自慢の一
つだった」と楢葉町教育委員会の手島健祐さん
は言います。町はスポーツ振興に取り組み、地
区対抗などのスポーツ大会も活発に行われてい
ました。しかし東日本大震災に伴う原発事故で
町の大半が警戒区域に指定され、町民も避難を
余儀なくされました。またJヴィレッジも事故
収束のための前線基地となり、スポーツ施設と
しては使えなくなりました。
　避難指示が解除され、町に住民が戻り始めた
のは2015年9月です。町では道路や建物など
の復興を急ピッチで行なった後、農業や教育な
どの重要施策に本格的に着手しました。重点
施策の柱の一つが「健康増進とスポーツ振興」で
す。町ではそれを「楢葉町スポーツ推進基本計
画」（以下、基本計画）としてまとめました。
　‘18年7月に再開したJヴィレッジ、‘19年
4月にオープンした屋内体育施設ならはスカイ
アリーナが、基本計画の策定を後押ししました。
「スポーツを通じて町を盛り上げていこうとい
う機運が生まれたのは、この２つの施設があっ
たから」と手島さん。２つの施設は同時に復興
のシンボルでもありました。
　基本計画のテーマは「スポーツを通じて楢葉

町の住民が誇りを持って暮らせる町づくり」で
す。
　楢葉町教育委員会の髙木さつきさんは「楢葉
に戻ってきた人たちが、スポーツを“する”だけ
でなく“見る、支える、楽しむ”と様々な形でス
ポーツに関わる町、スポーツを通じて笑顔が生
まれる町になってほしい」と話します。例えば
“する”では、幼児や高齢者でもできるウォーキ
ングサッカーなど広義のサッカーの取り組み、
“支える”ではスポーツボランティア登録制度の
導入など、誰もがスポーツに携われるような環
境づくりを進めます。
　さらに基本計画では、町外へのアプローチと
してスポーツ合宿の誘致や宿泊型の保健指導な
どスポーツツーリズムの推進を上げています。
　楢葉にはJヴィレッジやならはスカイアリー
ナなど、観光しながらスポーツをし、健康増進を
図ることのできる施設が整っています。「楢葉
に来ていただいて楢葉の良さを分かっていただ
く。そうした取り組みが交流人口につながるこ
とも期待したい」と髙木さん。
　帰還した町の人々が誇りを持って暮らせるよ
う、きめ細かな施策でスポーツのまち楢葉の再
生と復興は進められていきます。

―地域とスポーツ―

※ 2019年3月21日、みやぎ生協はコープふくしま・福島県南生協と組織合同しました。本誌のタイトルも「被災地のいま　みやぎ生協・コープふくしまから宮城・福島のい
まをお伝えします」に変え、福島県の現状についてもお伝えしていくようにいたします。

●「被災地のいま」休刊のお知らせ…新型コロナウイルス感染拡大防止のための取材活動自粛に伴い、「被災地のいま」を
一時休刊とすることにいたしました。再開の折にはあらためてご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。

第81回2020年5月5日

戻ってきた人たちが笑顔になれるスポーツの町づくり　福島県楢葉町

役 職 名 氏　名 所属生協および役職

会長理事（代表理事） 上野　逹彦 員外

副会長理事 堀尾　茂貴 みえ医療福祉生活協同組合 専務理事

専務理事（代表理事） 鈴木　稔彦 生活協同組合コープみえ 理事長

理事 大野　智香子 生活協同組合コープみえ 副理事長

理事 古市　早苗 三重県学校生活協同組合 専務理事

理事 丸島　隆弘 みえ医療福祉生活協同組合 常務理事

理事 山本　昌也 三重大学生活協同組合 専務理事

理事　※新任 鈴木　克彦 生活協同組合コープみえ 専務理事

理事 渡邉　浩伸 三重県労働者共済生活協同組合 専務理事

監事　※新任 大川　博 みえ医療福祉生活協同組合 監事

監事　※新任 森下　智 生活協同組合コープみえ 監事

2020年度 役員紹介
6月24日現在

長い間ありがとうございました。

退任された役員

2014年より三重県生協連専務理事を
務めていただきました。

理 事 西川　幸城氏 
（生活協同組合コープみえ前理事長）

監 事

2018年より三重県生協連監事を
務めていただきました。

安原　峰子氏 
（生活協同組合コープみえ監事）

▲楢葉町教育委員会総務課課長の髙木さつき
さん（左）と同主査の手島健祐さん。「計画の
中には実際始まっている事業が幾つかありま
す。状況を見ながらトライアル、本格実施へ
と進めていきます」。

▲プールやフィットネスルームを備えた屋内
体育施設ならはスカイアリーナ。学校との連
携で子どもたちの水泳の授業や部活動に利用
されることもあります。

退任の挨拶をされる
西川前専務理事

退任の挨拶をされる
安原前監事



　三重県協同組合連絡協議会（MJC）は、三重県漁業協同組
合連合会等が昭和46年から継続している、県内一斉海浜
清掃活動に参加させていただきました。
　2020年7月18日（土）、三重県津市白塚海岸に県内一斉
海浜清掃活動に参加される方々約330人が集まり、雨が降る中海岸に打ち上げられたゴミなどを拾いました。三重県
生協連からは14名の会員生協役職員が、MJCの一員としてこの活動に参加しました。
　直近で発生していた豪雨の影響もあり、沢山の流木やプラスチック片、発泡スチロール片などが打ち上げられていま
した。その他ペットボトルや空き缶などを含めゴミ袋約660袋分のゴミが回収されました。

活動報告

活動報告

三重県漁業協同組合連合会主催
「県内一斉海浜清掃活動」に参加しました

大学生協を生協間連帯で応援しました

　2020年5月23日（土）13：30～14：00、三重県教育文化会館大会議室
にて消費者市民ネットワークみえ第3回通常総会が開催されました。
　新型コロナウイルス感染症の影響もあり実出席は14名、委任34名、計
48名の参加で、第1号議案から第4号議案まで満場一致で可決されました。
　吉本代表（三重大学副学長）は、開会挨拶で設立から2年間が経過し組織
としての体制が整ってきた。三重県での消費者の生活を守り、安心してくらしていける環境を一緒につくっていきま
しょうと挨拶されました。
　斎藤副代表より議事提案がなされ審議では、新型コロナウイルスの影響で延期になった企画や、これからの活動計画
について意見が出されました。
　また、最後に吉本代表が「三重県で活動する方々をつなげて、新型コロナウイルスの影響で生活が激変する中、生活の
有様を受け止め、皆さんと共に啓発活動をすすめていきたい。」と決意を述べられました。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、三重県内３つの大学生協では、新学期から授業が開講
できなかったり、Webでの授業が導入されたことで学生の利用がなく店舗の商品が残ったま
までした。そのため商品の賞味期限が近づいており会員生協の役職員にご利用の支援を呼び
かけました。
　3生協の店舗から集まった商品は、会議室を埋め尽くすほどでしたが
役職員のご協力で完売することができました。生協間連帯の一つであ
り、たすけあいの素晴らしさを実感することができました。コロナ禍の
終息にはまだまだ時間がかかりそうですが、会員生協の連帯で支え合い、
組合員のくらしを守る取り組みをすすめていきます。

　7日22日（水）15：30～津市のアスト津ミーティングルーム（３階）で約半
年ぶりの開催となる「くらしなんでもカフェ」を開催しました。
　当日は、マスクの着用を必須に、検温の実施と３密にならないよう留意して
の開催でしたが、延べ12名の方にご参加いただき、コロナ禍における様々な
情報や暮らしぶりが持ち寄られ、久しぶりに楽しく情報交流ができました。

“くらしなんでもカフェ” 開催しました。

おしらせ
消費者市民ネットワークみえ
第３回通常総会を開催しました

吉本敏子代表挨拶 斎藤美淳副代表議事提案

リーフレットが完成しました。



　三重大学生協では勉学研究や日常的なキャ
ンパスライフを豊かにするため、学生・教職
員を組合員とする生活協同組合です。
　日常的に、食堂では途上国の子どもたちの
給食支援であるTFT（Table for Two）メニューを提供したり、
体力測定や食生活相談を行う「健康フェスタ」などに取り組んで
います。またショップで販売するテイクアウトの丼・弁当は環境
に配慮してリサイクルしやすい容器「リ・リパック」を使用し、
使用済み容器の回収も行っています。
　環境先進大学：三重大学にふさわしい生協として SDGs の目標
を意識しながら組合員活動を進めたいと考えています。

　いま、人類の存亡への危機が迫っている。その危機とは、新型コロナウイルスと呼ばれる
悪性の強い病原体によるものである。しかしこの菌の構造などの詳細は現在まで不明であ
る。人がこの菌に感染し、拡散するスピードはかぎりなく速く、瞬時のうちに日本、世界を席
巻した。このようなおよそ得体の知れない菌の存在は、人々に不気味さを感じさせている。 
　また、この菌を解説するために評論家諸氏も大忙しである。彼らは、頻繁にメディアに番
組コメンテーターとして登場している。しかし、そのなかには、必ずしも科学的知見をもた
ず、個人的感想を述べているに過ぎない人もいる。私たちが最も欲しい情報は、それぞれが専門としてきた医学、薬
学、生物学などの科学の成果であり、その平易な解説である。そして自然系科学を支えている人文科学、社会科学の
分野からの発言と指摘、提案である。このような諸科学の情報開示こそが科学からの社会貢献と結びつき、国民か
らの信頼をうることになるだろう。 
　最後に本を一冊紹介しておきたい。イタリア人素粒子物理学者ジョルダーノ著『コロナの時代の僕ら』（飯田亮介
訳　2020年）早川書房刊）である。彼によれば、人類にとって大事なことは、「コロナの時代」を単に終わらせること
ではない。次の時代に人々はいかに生きるか、言い換えればコロナウイルスが「過ぎたあと」のことを「今からもう、
よく考えておくべきだ。いったい何に元どおりになってほしくないのかを。」（101頁）。以後、彼は人類への問いか
けと宿題を具体的に明示し、警鐘をならしている。それはまた私たちに向けられた警鐘でもある。皆で考えたい。 

三重県生活協同組合連合会会長理事　上野逹彦　（連載）
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三重大学生協

専門委員会・プロジェクトチームを設置し、
情勢に応じた活動をすすめています。2020年度 専門委員会・プロジェクトチーム紹介

平和活動委員会
大戸俊江（コープみえ）　　西野行平（みえ医療福祉生協）
安村富子（コープみえ）　　森谷秀香（みえ医療福祉生協）
長澤理史（コープみえ）　　藤井新一（みえ医療福祉生協）
　　　　　　　　　　 簗瀬憲一（三重大学生協）

食と健康の委員会
大西容子（コープみえ）　　紀平貴子（みえ医療福祉生協）
国本康子（コープみえ）　　飯村初美（みえ医療福祉生協）
岡田誠一（コープみえ）　　高田将成（みえ医療福祉生協）
長澤理史（コープみえ）　　横山佳弘（三重県学校生協）
　　　　　　　　　　 吉崎浩司（三重大学生協）

協同をすすめる委員会
日笠博幸（コープみえ）　　　　山本昌也（三重大学生協）
古澤賢一（コープみえ）　　　　簗瀬憲一（三重大学生協）
大田　卓（みえ医療福祉生協）　坂本俊裕（三重労済生協）
森谷秀香（みえ医療福祉生協）
大東友巳（みえ医療福祉生協）

専
門
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員
会

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム 大規模災害に備えるプロジェクトチーム

鷲谷克明（コープみえ）　　　　山本昌也（三重大学生協）
大東友巳（みえ医療福祉生協）　西村和弘（三重労済生協）
福居章洋（三重県学校生協）

連帯と生協連のありかた検討チーム
上野逹彦（三重県生協連）　　 古市早苗（三重県学校生協）
鈴木克彦（コープみえ）　　　　山本昌也（三重大学生協）
丸島隆弘（みえ医療福祉生協）　渡邉浩伸（三重労済生協）

2020年生協大会実行委員会
大村洋子（コープみえ）　　　松村祐輔（三重県学校生協）
林　睦美（コープみえ）　　　山本昌也（三重大学生協）
浦北　豊（コープみえ）　　　島崎光浩（三重労済生協）
島川房子（みえ医療福祉生協）
北村　慶（みえ医療福祉生協）
大東友巳（みえ医療福祉生協）

6月24日現在（敬称略・順不同）


