定例報告

《栃木県生活協同組合連合会》
２０１３年９月１０日
文責：専務理事 中田

８月度の報告と次月度以降の活動予定

【８月活動日誌】
日

曜

行事・会議等

7 月 23 日

火

宇都宮市長訪問

7 月 24 日

水

くらし応援会総会

7 月 25 日

木

消費者ネットワーク幹事会

7 月 29 日

月

とちぎ食の安全安心推進会議

7 月 30 日

火

福祉ネットワーク全体会

8月1日

木

関東農政局「表示学習会」

8月5日

月

くらし部会・消費生活安定対策審議会

8月6日

火

理事会

8月9日

金

宇都宮市安全懇話会・労働者福祉協議会幹事会・総合防災訓練全体会

8 月 10 日

土

いわき市四倉仮設住宅お茶会支援

8 月 20 日

火

ふれあいお茶会（特養みどりに於いて)・食育フェア実行委員会

8 月 23 日

金

栃木県農林水産業地域の活力創造協議会

8 月 26 日

月

６県連合同業態研修会実行委員会

8 月 29 日

木

とちぎ食の安全ネットワーク世話人会

8 月 30 日

金

表示セミナー（県）

【部会活動】
部会名
くらし
部会

取組み
【学習】
９月３０日（月）１３時３０分から１６時（予定）非電化工房見学（那須）を予定してい
ます。
【参加イベントの予定】
１０月６日パルティ「元気なとちぎ消費生活市」
１０月６日城址公園「うつのみや食育フェア」
１１月３１日～１２月１日マロニエ「Eco テック」
【取り組みの状況】
1) うちエコ診断
うちエコ診断は、一人ひとりの生活の「行動
の変化」で節電やＣＯ２の削減をする支援ツー
ルです。各家庭の”どこから”“どれだけ”Ｃ

生協名
とちぎコープ
よつ葉生協
生活クラブ
合計

目標
130 人
10 人
10 人
150 人

取組みと結果
取組みが開始さ
れました。

(2013/08/31 現在)

Ｏ２が出ているかを知る「自己分析」が目的で
す。
2) 平和署名
２０２０年までの核兵器廃絶を目指して「核兵器禁
止条約」の交渉開始等を求める要請書」を全会員に発
信しました。

生協名
とちぎコープ
よつ葉生協
生活クラブ
学校生協
栃木県職員生協
その他
合計

取組みと結果
6,153 筆
取組み中
取組み中
52 筆
152 筆
20 筆
6,377 筆
(2013/08/31 現在)

職域部会

6 県連合同業態研修会実行委員会を開催し、９月５日・６日の企画の具体化を行いました。

【ネットワーク活動】
名称
食の安全

取組み
栃木県との共催事業となる１１月７日（木）１３時３０分～１６時３０分開催予定（於：栃

ネットワー

木県総合文化センター）の「第１２回とちぎ食品安全フォーラム」について説明を受け、内容

ク

について協議を進めました。基調講演については、「放射性物質の特用林産物（きのこ・山菜
等）への影響について」講師：独立行政法人放射線医学総合研究所福島復興支援本部環境動態・
影響プロジェクトリーダー 吉田聡氏となりました。
また、食の安全地域フォーラムでは、９月から１１月の期間で、県北・県央・県南の３ヶ所
で計画を具体化しています。
全体会の学習会では、９月２６日（木）１３時３０分（於：とちぎアグリプラザ）から日本
生協の鬼武安全室長による「新食品表示法による食品表示」を予定しています。

消費者
ネットワー
ク

【消費者条例】
市の消費者条例策定にあたり、ネットワークとしての試案を作成し、県に試案の提出をし
ました。また、市町の条例策定にあたり首長訪問を実施することを決めました。(11 市 13 町
を対象・宇都宮市、鹿沼市、栃木市を除く)日程の具体化に入りました。
【消費者シンポジウム】
恒例の消費者シンポジウムの取り組みについて検討を進めていますが、市長訪問終了後の
開催を予定しています。
（期日未定）
【委託事業「とちぎ消費者カレッジ」】
県の委託事業として、若者が消費者被害にあわないための取組みとして、学校を中心に学習
(啓発)をすすめる取り組みです。
名称

内容

宇都宮共和大学
シティライフ学
部カレッジ

開催日時：７月９日（火）
、１４時５０分～１６時２０分（９０分）
開催場所：宇都宮シティキャンバス ５０４教室
参加者 ：宇都宮共和大学 シティライフ学部学生 31 人
講師：シティライフ学部 専任講師（法学） 吉良貴之氏
鼎談形式 弁護士 松尾剛行氏
千葉大学法経学部総合政策学科 准教授（行政法） 横田明美氏
演題： 「若者と消費者問題」
開催日時：７月２０日（土）
、１７時～
開催場所：下野新聞ニュースカフェ２階
参加者 ：ニート、※短大生 23 人
講師：シティライフ学部 専任講師（法学） 吉良貴之氏
鼎談形式 弁護士 梅山哲也氏 千葉大学法経学部総合政策学科 准教授（行政
法） 横田明美氏
開催日時：９月９日（月）
、１５時２０分～１６時５０分
開催場所：マロニエ医療専門学校
参加者 ：看護学部看護学科１年生 82 人
講師：宇都宮大学名誉教授 杉原弘修氏
開催日時：９月１３日（金）
、１５時２０分～１６時５０分
開催場所：マロニエ医療専門学校
参加者 ：医療学部医療学科２年生 45 人
講師：弁護士 服部有氏
開催日時：９月１７日（火）
、１１時００分～１２時３０分（９０分）
開催場所：マロニエ医療福祉専門学校
参加者 ：マロニエ医療福祉専門学校 福祉学科学生 47 人
講師： 宇都宮大学名誉教授 杉原弘修氏
演題： 「虚と実と」

宇都宮共和大学
下 野 新 聞 NEWS
CAFE カレッジ

マロニエ医療福
祉専門学校看護
学部カレッジ
マロニエ医療福
祉専門学校医療
学部カレッジ
マロニエ医療福
祉専門学校 福
祉学科カレッジ

作新学院大学女
子短期大学 ラ
イフデザインカ
レッジ
小山歯科衛生士
専門学校歯科衛
生学科カレッジ
宇都宮大学学生
生活セミナー

小山歯科衛生士
専門学校歯科衛
生学科カレッジ
白鴎大学

福祉

開催日時：１０月７日（月）
、１４時４０分～１６時１０分（９０分）
開催場所：作新学院大学女子短期大学 中央研究棟２階 第１会議室
参加者 ：作新学院大学女子短期大学 ライフデザイン学生 130 人
講師： 弁護士 小倉崇徳氏
演題： 「ストップ・ザ・悪徳商法！～いま、みなさんが狙われています～」
開催日時：１０月７日（月）１３時３５分～１５時５分
開催場所：小山歯科衛生士専門学校内
参加者 ：歯科衛生学科２年 31 名
講師：未定
開催日時：１０月２８日（月）１６時１０分～１７時４０分
開催場所： 宇都宮大学多目的ホール
参加者 ：宇都宮大学学生生活セミナー(学生中心) 100 人から 200 人
講師：NPO 法人とちぎ消費生活サポートネット 山田英郎氏・本山路子氏
演題：携帯電話・スマホのトラブル対処法
開催日時：１１月上旬
開催場所： 小山歯科衛生士専門学校内
参加者 ：歯科衛生士学科２年生
講師：未定
開催日時：１１月１２日（火）１３時５分～１４時３５分
開催場所： 白鴎大学内
参加者 ：全学年 160 人から 200 人
講師：横浜国立大学教授 西村隆男氏

【地域福祉について】

ネットワー

地域福祉についての学習会を実施しました。講演を聞いたうえで各自できる事について考え

ク

るワークショップを実施しました。8 月 26 日の世話人会では、更にネットワーク参加団体
を広げるための学習会の計画を具体化しました。
■日時：１０月１０日（木）13：30～15：30 予定
■場所：ふれあいコープ 地域交流室
■内容：講師：服部メディカル研究所 服部真理子所長
仮題：
「社会保障制度改革」で何が変わるのか？～利用者にとって留意すべきこと～

食と農をつ

12 月 17 日の開催を予定しています。

なぐ会
協同組合連

協同組合年からの実行委員会を改組し、協同組合連絡会としました。協同組合年から継続し

絡会

て交流することを目的に１２月６日（金）開催します。交流会の内容については事務局の JA
中央会で検討しています。

【震災支援】
名称・日・スタッフ

内容

第 18 回いわき市四倉仮

今回は、お盆前ということもあったのか仮設からの参加者は６名（内男性２名）

設住宅お茶会
8 月 10 日(土)
（スタッフ）
会長
よつ葉生協１人
とちぎコープ７人
県連 1 人
合計１０人
第２４回ふれあいお茶
会 「納涼祭」
８月２０日（火）
１６時～１８時まで
（スタッフ）
会長
ウィズ２人

でした。毎回好評の手芸は、小さな「がま口」づくりで、かわいい「がま口」がで
きていました。食事は、２種類のカレーが提供され好評でした。参加の男性に案内
され、男性陣は周辺の名所を訪ねました。
参加者が少なかったのですが、「毎回楽しみにしている」との言葉をいただきま
した。次回は、９月７日（土）の予定です。
今回は、納涼祭を実施し、避難者は３３名（うち子供１０名）
（うち新規１２名）
の参加がありました。世話人代表の吉田さんが進行役となり、進めていただきまし
た。日頃参加できない子どもさんやお母さんのために、夏休みの期間でもあるので、
納涼祭の形式でテントを張って、焼きそばやフランクフルト、カキ氷、ポップコー

よつ葉生協２人
とちぎコープ９人
福島県３人
合計１７人

ン、水風船などを準備して夕方４時から開催しました。福島県避難者支援課３名も
参加いただきました。新しい方は１２名でした。
室外のテントでイスに腰掛けておしゃべりする方と、いつもの馴染みの方々は室
内で召し上がりながら、福島県庁の方とのおしゃべりをしていました。子どもたち
が多数来られ、いつもとは違ってにぎやかな楽しい雰囲気が感じられました。
「子どもが参加できるお茶会の催しは、なかなか無いんですよ」ということで、
今回の納涼祭を楽しみに来られたという方がいました。次回は、９月１７日（火）
の予定です。

みやぎ生協からの報告
「3.11 を忘れない」

みやぎ生協が発信する「3.11 を忘れ
ない」の広報をはじめました。第一回を
県連ホームページにアップしましたの
でご覧ください。今後も継続して広報し
ていきます。

【今後のスケジュール】
（１） ６県連合同業態研修会の開催（9 月 5 日～6 日那須・県北地区で開催）を予定しています。
（２） 神奈川県生協連が「足尾銅山・渡良瀬遊水地・田中正造生家等視察」で９月１０日１１日来県しま
すので、随行対応と役員交流を実施します。
（３） 理事長専務会議を１１月１５日（１６時～）に実施することを予定しています。
（４） 報道関係者との懇談を１１月１３日（１８時～）に予定しています。
（５） 主なスケジュール
区分

栃木県生協連

ネットワーク

県及び他団体との協
働の予定

予定
６県連合同業態研修会（那須にて）
９月５日６日（木金）
いわき市四倉仮設住宅お茶会支援
９月７日（土）
神奈川県連視察交流（足尾銅山生協にて）
９月 10 日 11 日（火水）
ふれあいお茶会
９月 17 日（火）
常務理事会
９月 20 日（金）
地連運営委員会（県連活動地連会）
９月 24 日（火）
くらし部会「視察」
９月 30 日（月）
行政生協連絡会議
10 月１日（火）
県連監査
10 月 17 日(木)
理事会(パルティ 302Ａ)
10 月 24 日(木)
1)とちぎ食の安全ネットワーク
（世話人会）8 月 29 日（木）13 時半～ 10 月 21 日(月)13 時半～
（全体会） 9 月 26 日（木）13 時半～予定「食品表示セミナー」
2)とちぎ消費者ネットワーク
（全体会）9 月 10 日（火）13 時半～栃木県司法書士会館３階会議室
（幹事会）10 月 15 日(火)
3)とちぎ福祉ネットワーク
（世話人会）
（全体会） 10 月 10 日(木)13 時半～学習会
農林水産業・地域の活力創造協議会(仮称)の参加要請あり
８月未定
栃木県総合防災訓練全体会
８月９日(金)
栃木県・足利市総合防災訓練
９月１日(日)
栃木県地産地消推進協議会
９月４日(水)
労働者福祉協議会幹事会
９月 26 日(木)
もったいないフェアうつのみや
９月 29 日(日)
うつのみや食育フェア・元気なとちぎ消費生活市
10 月 6 日(日)
食育推進大会 2013 総合文化センター
10 月 23 日(水）

栃木県生活協同組合連合会
電話：028-624-6650

事務局：〒320-0052

FAX：028-624-6652

栃木県宇都宮市中戸祭町８２１

E ﾒｰﾙ：t-kenren@nifty.com

労働者福祉センター6F

