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群馬県生協連の第 58 回通常
総会が、6 月 15 日（木）、前橋問屋
センター会館で開催されました。
代議員総数 54 名が出席し（本人
出席 39 名、代理人出席 15 名）、
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。
県連第 58 回通常総会のようす

第１号議案「２０１６年度事業報告及び決算関係書類承認の件」
第２号議案「２０１７年度事業計画及び予算決定の件」
第３号議案「役員報酬総額承認の件」
第４号議案「議案決議効力発生の件」
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課長 福田
芳美様、群馬県農業協同組合中央会専務理事 池田隆政様、日本生協連中

八田県連会長

福田県消費生活課長

央地連事務局 渡邊大輔様、中央労働金庫生協部上席調査役 圷勝則様、中央労働金庫群馬県本部副本部長大
野繁雄様にご出席いただき、代表して福田芳美消費生活課長、渡邊大輔中央地連事務局、池田隆政ＪＡぐん
ま中央会専務理事から祝辞を頂戴しました。

病気のため今年１月５日になくなった元会長理
事「峰岸通さんを偲ぶ会」が７月２６日（水）にホ
テルラシーネ新前橋で開かれ、峰岸さんご家族
を含めて５８名が参加しました。お子さん３名と一
緒に参加された奥様の芙美子さんは「やさしく
思いやりのあった人で、私達はとても幸せでし
た」とあいさつし、続いて生前から親交のあった
方々から、「生協の利益は職員・組合員・今後の事
峰岸通さんを偲ぶ会のようす

業に等しく配分するという考え方に胸を打たれ

た」「生協の完熟トマトは峰岸さんが始めた取り組みだった」などの思い出話が次々に語られました。

6 月 20 日（火）、群馬県生協連女性協議会第 24 回定期総
会が前橋市の群馬県生涯学習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 90 名が参加しまし
た。
総会議長にコープぐ
んまの代議員の佐藤順
子さんを選出し、最初に県連八田直樹会長と女性協松本勉枝会長が主催者
を代表して挨拶を行いました。続いて、来賓として参加された群馬県生活
文化スポーツ部消費生活課補佐山﨑隆之様、群馬県ぐんま男女共同参画セン

県消費生活課
山﨑補佐

ぐんま男女共同参画
センター戸塚所長

ター所長戸塚洋子様、JA ぐんま女性組織協議会会長土屋玲子様、同事務局深澤有和紀様、日本生協連中央地連
事務局渡邊大輔様の 5 名が紹介されたあと、県消費生活課山﨑補佐、ぐんま男女共同参画センター戸塚所長か
ら激励や連帯の祝辞をいただきました。
議事では、第 1 号議案「2016 年度活動報告および活動費報告承認の件」を藤原京子副会長が、第 2 号議案
「2017 年度活動方針および活動費計画決定の件」を松本会長が提案し、質疑のあといずれも多数の賛成により
承認されました。
恒例の第二部アトラクションは、山中幸一さん、大
久保伊津美さんお二人（Tjr～トゥジュール～）のピ
アノ・コントラバス・ドラム・ギターの演奏と歌唱を楽
しみました。演奏の終わりには、「今日の日はさよ
うなら」を全員で合唱しました。
参加者からは、「演奏もトークもとても良かった」
「水の話、雨だれの話、ともて素敵でした」「子ども
にも聞かせてあげたかった」などの感想が寄せら
れました。

消費者ネットワーク群馬（中嶋源治会長）は 6 月 29 日（木）
、群馬
県庁の昭和庁舎で第 8 回総会を開催し、平成 29 年度事業計画などを
確認しました。総会では議長に高橋秀夫氏（群馬県生協連事務局）
を選出し、中嶋源治会長が主催者の挨拶を行いました。
議事では、「平成 28 年度事業・収支報告」「平成 29 年度事業・収支予
算案」が一括して提案され、監査報告が行われました。その後、来年 2

中嶋ﾈｯﾄﾜｰｸ会長 八田ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局長と高橋総会議長

月に群馬県で開催予定の「関東ブロック地方消費者フォーラム」関連、消費者支援群馬ひまわりの会認可申請
進捗状況等について質疑、意見交換が行われました。採択ではすべて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 29 年度役員体制も承認されました。

6 月 27 日（火）
、ぐんま食の安全・安心県民ネット
ワーク第 11 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 5 名にご出席
県食品安全推進室
萩原室長
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県民ネットワーク
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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

「群馬県のネットワーク活動への支援に感謝し、引き続きネットワーク事業を通じて活動を幅広い県民に周
知をはかっていきたい」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、
「県内で食品衛生や
栄養を学ぶ学生と協同したネットワーク事業などを新たに検討するなど、29 年度も県民ネットワークと協
力して活動をすすめたい」と挨拶を行いました。
次いで「平成 28 年度事業報告」
「収支決算報告」
「平成 29 年度事業計画案」
「収支予算案」
「平成 29 年度
役員案」の提案があり、審議ののち、全議案が承認されました。
29 年度の役員には、中嶋源治会長（群馬県生協連）
、石井大樹副会長（株式会社ベイシア）
、松村久子副
会長（農村生活アドバイザー）
、田村新衛監事（JA 群馬中央会）をはじめ 14 名が選任されました。

群馬県消費者団体連絡会（八田直樹会長）の
2017 年度総会が 5 月 16 日（火）に 14 団体 65 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。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長福田芳美様か
らご祝辞をいただきました。
議事では「2016 年度事業報告」「収支決算報
告」「2017 年度
事業計画」「収
群馬県消費者団体連絡会総会のようす
支予算」の議案、
「2017年度役員」が提案され、全議案が全会一致で承認されました。また 2017
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）、宮田よし子氏（前橋市消費者団体連絡会）、 監査に木暮
県消費生活課
記念講演
福田課長
吉野弁護士
あけみ氏（群馬県民主医療機関連合会）、佐藤順子氏（生活協同組合コープぐ
んま）、事務局長に針谷勉氏（生活協同組合コープぐんま）、他幹事 9 名を確認しました。総会では「憲法改正に
反対し、憲法と民主主義を守るため手をつなぎあうことを表明」して特別決議が参加者多数の拍手で確認さ
れました。
記念講演は、適格消費者団体への認定申請を進めている NPO 法人消費者支援ひまわりの会理事の吉野晶弁
護士（法律事務所コスモス）から「高齢者の消費者被害～その現状と防止対策～」をテーマにご講演をいただ
きました。

前橋市消費者団体連絡会（前橋市消団連：会長
八田直樹）の第 42 回総会が、5 月 22 日（月）に前
橋市の県勤労福祉センターで開催され、6 団体・
個人から 22名が参加しました。
総会は石井恵子幹事（コー
プぐんま）の司会により開会し、
議長に瀧澤佳津子さん（個人
会員）を選出しました。八田会
前橋市消費者団体連絡会総会のようす
長から、国会情勢や NPO 法人消
費者支援群馬ひまわりの会の適格消費者団体認定への取り組み、関東ブロック地方消費者 記念講演 丹治さん
フォーラムの群馬県開催等に触れてあいさつがあり、議事では「2016 年度事業報告と収支決算」「2017 年度事
業計画と収支予算」」「2017 年度役員候補について」の各議案が提案され、質疑の後、全議案が全会一致で承
認されました。役員は会長に八田直樹氏（群馬県生協連）、副会長に宮田よし子氏（個人会員）、事務局長に高橋
秀夫氏（群馬県生協連）、監事に佐藤智之氏（群馬大学生協）、他幹事 8 名を選出しました。
総会の記念講演は、丹治杉江氏（原発事故賠償群馬裁判原告・前橋平和委員会事務局長）から「福島原発事故
から 6 年～群馬裁判判決とチェルノブイリ視察から福島を考える～」と題してご講演いただきました。

託児所を設けますのでご希望の
方は必ず 10 月 2 日（月）までに
お申込みください。
（厳守）

記念講演

午前 11 時 00 分～12 時 30 分（予定）
※ 生協大会記念企画のため、午前 10 時
よりご参加ください。

元ＮＨＫエクゼクティブアナウンサー

古屋 和雄 さん

誰もが幸せに
生きるために

がお話しします

プロフィール
昭和 24 年⼭梨県⽣まれ、富⼭県育ち。昭和 47 年早稲⽥⼤学第⼀政経学部政
治学科卒業。NHK ⼊局。東京のほか福井・釧路・⼤阪放送局に勤務。平成 25 年 3 月を以て
NHK を卒業。同年 4 月に代々⽊にある⽂化学園⼤学に教授として就任。同年 7 月、⽂化外国語
専門学校学校⻑を兼任。

