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群馬県生協連の第 57 回通常総会が、6 月 20 日（月）
、群馬県勤労福祉センターで開
催されました。代議員総数 54 名が出席し（本人出席 39 名、代理人出席 15 名）で以下
の議案の審議を行ない、全議案を可決し成功裏に終了しました。
第 1 号議案「2015 年度事業報告及び決算関係書類承認の件」
第 2 号議案「2016 年度事業計画及び予算決定の件」
第 3 号議案「役員選任の件」
第 4 号議案「役員報酬総額承認の件」
第 5 号議案「議案決議効力発生の件」

祝辞をいただい
たＪＡぐんま
中央会大澤会長

あいさつする
中嶋会長理事

総会には来賓として、群馬県生活文化スポーツ部消費
生活課の星野真弓課長、日本生協連中央地連の木戸玲子
事務局長、群馬県農業協同組合中央会の大澤憲一会長、
中央労働金庫生協部の富岡道夫部長、中央労働金庫群馬
県本部の大野繁雄副本部長、群馬県くらしの会連絡協議
会の木島勝惠会長、一般社団法人群馬県労働者福祉協議
県連第 57 回通常総会のようす

会の新島徳之専務理事にご出席いただき、代表して星野

真弓消費生活課長、木戸玲子中央地連事務局長、大澤憲一ＪＡぐんま中央会会長から祝辞を頂戴しました。
総会では役員の改選が行われ、直後に開催された第 1 回理事会の互選の結果、以下の役員体制が確認され
ました。会長理事として３期６年務めた中嶋源治氏が今総会をもって退任し、新会長理事に前専務理事八田
直樹氏、新専務理事に斎藤剛氏が選出され、中嶋前会長理事を顧問とすることが確認されました。
《理事》
八田直樹
原田富夫
吉田 登
梅澤義夫
斎藤 剛
小澤 厚
高橋 勝
中嶋義幸
松本勉枝
新井浩之
関沼光好
塩谷正明

代表理事 会長理事（県生協連）
【昇任】
副会長理事（利根保健生協）
副会長理事（全労済群馬県本部）
【新任】
副会長理事（コープぐんま）
代表理事 専務理事（県生協連）
【新任】
常務理事（北毛保健生協）
常務理事（群馬県庁生協）
常務理事（パルシステム群馬）
理
事（女性協･県生協連）
理
事（群馬中央医療生協）
理
事（はるな生協）
理
事（群馬県学校生協） 【新任】

砂賀千里
丸山一世
反町幸代
海野英顕
佐藤智之

理
理
理
理
理

事（コープぐんま） 【新任】
事（生活クラブ生協）
事（パルシステム群馬）
事（群馬大生協）
事（高崎経済大生協）

《監事》
小林淳一

監 事（利根保健生協） 【新任】

宮沢健二

監 事（全労済群馬県本部）

野村由利子 監 事（コープぐんま） 【新任】

《顧問》
中嶋源治

（前会長理事）

6 月 16 日（木）
、群馬県生協連女性協議会第 23 回定期総
会が前橋市の群馬産業技術センターで開催されました。会員
生協から代議員・オブザーバーとして組合員、役職員など
81 名が参加しました。
議長に利根保健生協の代議員の河合京子さんが選出され、
最初に中嶋源治県連会長と松本勉枝女性協会長が主催者を

第２３回定期総会のようす

代表して挨拶を行いました。
続いて、来賓の群馬県生活文化スポーツ部消費生活課山﨑隆之企画指導係長、群馬県ぐんま男女共同参画
センター戸塚洋子所長から祝辞をいただきました。他に来賓として
日本生協連中央地連事務局遠藤陽子様、ＪＡぐんま女性組織協議会
中澤幸子副会長にもお見えいただきました。
提案のあった第 4 号までの全議案はいずれも満場一致で承認さ
れました。今回は役員の改選が行われ、秋山ユミ子副会長、下山淳
子委員、西原友美委員、狩野清美委員、藤倉真莉子委員が退任し、
県消費生活課山﨑隆之係長（左）とぐんま男女
共同参画センター戸塚洋子所長（右）から祝辞
をいただきました。

新たに藤原京子さんが副会長に選ばれたほか、以下の役員体制で今
年度以降の活動を進めることが確認されました。
会 長
副会長
運営委員
〃
〃
〃
〃
〃

松本 勉枝（県連理事、コープぐんま監事）
藤原 京子（利根保健生協支部委員）
女屋美由紀（コープぐんま理事）
木村 香織（生活クラブ生協理事）
柳井由香里（パルシステム群馬理事）
猪俣 友子（北毛保健生協理事）
甫仮 文子（群馬中央医療生協理事）
吉田寿美子（はるな生協理事）

恒例のアトラクションでは、県内で活動する女性アンサンブル『aile（エル）
』の皆さんによるハーモニ
ーを楽しみました。クラシック、ポピュラー、童謡から親しみのある曲を選曲して演奏していただき、
「懐
かしい歌などたくさん聴けて感動しました」
「澄んだ声にとても癒されました」などの感想が参加者から寄
せられました。
当日会場では「熊本地震災害への緊急支援募金」が呼びかけられ、総会終了までに２５，０５４円が寄せ
られました。

群馬県消費者団体連絡会（中嶋源治会長）の 2016 年度総会が 5 月 24 日（火）に 12 団体 68
名の参加により群馬県勤労福祉センター（前橋市）で開催されました。
小板橋謙三事務局次長が司会として開会を宣言し、中嶋会長のあいさつに続き、群馬県生
活文化スポーツ部消費生活課長星野真弓様からご祝辞をいただきました。議長にコープぐん
まの針谷勉さんを選出し、八田直樹事務局長から、2015 年度事業報告、収支決算報告、2016
年度事業計画、収支予算、宮田よし子副会長から 2016 年度役員を提案し、滝澤佳津子監事

星野県消費生活課長

から監査報告を行い、全議案が全
会一致で承認されました。2016 年
度の役員体制は、会長に八田直樹
氏（群馬県生活協同組合連合会）、
副会長に坂本棟男氏（食とみどり、
水を守る群馬県民会議）、飯塚佐和
子氏（群馬県退職女性教職員の会）、
群馬県消団連２０１６年度総会のようす

宮田よし子氏（前橋市消費者団体

連絡会）、監事に木暮あけみ氏（群馬県民主医療機関連合会）、事務局長に針谷勉氏（生活協同組合コープぐん
ま）を確認しました。
今総会で会長を退任された中嶋氏からは、「多くの方と一緒に会長を務めることができた。新しい体制でも
引き続きがんばってほしい。適格消費者団体認定のため引き続きひまわりの会の理事を務め
る。協力してほしい」とあいさつがありました。新しい会長には、群馬県生協連八田直樹氏が
選出されました。
記念講演は、宮沢健二事務局次長の司会により、前川浩三氏（群馬県環境森林部廃棄物・リ
サイクル課企画指導係長）から「第二次群馬県循環型社会づくり推進計画について」をテー
マにご講演をいただき、参加者の質問に答えていただきました。

前川企画指導係長

6 月 28 日（火）
、ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク第 10 回総会が群馬県庁昭
和庁舎において開催されました。総会には、県民ネットワークの役員など 11 名が参加
し、群馬県から健康福祉部食品・生活衛生課の萩原美紀食品安全推進室長をはじめ 3
名にご出席いただきました。
はじめに県民ネットワークを代表して中嶋源治会長が「イギリスの EU 脱退の影響や
参院選挙での国民の審判に注視していく必要がある、昨年県民ネットワークとして取

萩原食品安全推進室長

り組んだ企画は抽選でないと参加できないなど消費者の関心が高く好評だった」と挨
拶し、来賓として出席した萩原美紀食品安全推進室長は、
「親子セミナー参加者から『食品表示に関心が持
てた』
『
（スーパーでの取り組みを知り）今まで以上に信頼できることがわかった』と好評だった、新しい食
品安全基本計画の 4 年間が始まる、県民ネットワークと協力してやっていきたい」と挨拶を結びました。
次いで八田事務局長から、平成 27 年度事業報告、収支決算報告、平成 28 年度事業計画案、収支予算案、
平成 28 年度役員案の提案があり、田村監事が監査報告を行ったあと、審議が行われ、参加した幹事から、
「若い人が参加できるような企画を考えて欲しい」
「10周年のノベルティの案や活用方法は？」
などの意見、
質問がよせられました。
審議ののち、全議案が承認されました。28 年
度の役員には、中嶋源治会長（群馬県生協連）
、
小林宏安副会長（株式会社とりせん）、松村久
子副会長（農村生活アドバイザー）、八田直樹
事務局長（群馬県生協連）、田村新衛監事（JA
群馬中央会）をはじめ 14 名の役員が選任され
ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク総会のようす

ました。

消費者ネットワーク群馬（中嶋源治会長、本部：
前橋）は 6 月 30 日（木）
、群馬県庁の昭和庁舎で第
7 回総会を開催し、平成 28 年度事業計画などを確認
しました。
中嶋源治会長による主催者挨拶のあと、来賓とし
て紹介された群馬県生活文化スポーツ部消費生活
課星野真弓課長から祝辞が述べられました。
議事審議では、平成 27 年度事業・収支報告、平
消費者ネットワーク群馬総会のようす

成 28 年度事業・収支予算などの議案が提案通り承

認されました。あわせて、会長に中嶋源治氏（群馬県生協連顧問）
、副会長に天田昭夫氏（弁護士：消費者
行政充実ぐんま会議）
、事務局長に八田直樹氏（群馬県生協連会長理事）など平成 28 年度役員体制も承認さ
れました。
群馬中央医療生協
2016 年 6 月 1 日発行
『くらしと健康』から

被災地支援現場レポート

会員生協の機 関紙に掲載さ

れた熊本現地支援の報告ニュ
ースをご紹介します

はるな生協
2016 年 6 月 10 日
発行『緑十字』から

二〇 一六年六月 一日発行

利根保健生協

『
利根の保健』から

