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群馬県生協連の第 51 回通常総会が、6 月
8 日（火）
、前橋テルサ「つつじの間」で開
催されました。代議員総数 53 名のところ、
本人出席 41 名、代理
人出席 9 名の参加で
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
祝辞をいただきました。左から県消費生活課菅谷真佐春企画指導係長、中央労金
した。なお、第３号議
清村宗一群馬県本部長、県農協中央会神宮博総務企画部次長
案「定款の一部改正の
件」については提案に不足があったため取下げ、後日「会員規約の新設」を加え臨時
総会をもって提案することとなりま
峰岸通会長理事
した。
第 1 号議案「2009 年度事業報告・決算関係書類承認の件」
第 2 号議案「2010 年度事業計画及び予算決定の件」
第 4 号議案「役員報酬総額承認の件」
第 5 号議案「役員選任の件」
第 6 号議案「議案決議効力発生の件」
総会には来賓として、群馬県生活文化部消費生活課から菅
県連総会の様子
谷真佐春企画指導係長、中央労働金庫群馬県本部から清村宗
一本部長、群馬県農業協同組合中央会から神宮博総務企画部次長、日本生協連中央地連事務局から高木誠司
氏、中央労働金庫生協部から三木幸子氏、富士重工業群馬製作所協同組合から剣持隆専務理事にご出席いた
だき、代表して菅谷真佐春消費生活課企画指導係長と清村宗一中央労働金庫群馬県本部長、神宮博県農業協
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源治（コープぐんま：理事長）
宏（はるな生協：副理事長）
雅二（全労済群馬県本部：理事長）
義夫（コープぐんま：専務理事）
直樹（コープぐんま：理事）
薫（北毛保健生協：専務理事）
宗久（県庁生協：常務理事）
義幸（パルシステム群馬：専務理事）

・千木良敏雄（利根保健生協：専務理事）
・新井 浩之（群馬中央医療生協：専務理事）
・真下 治之（群馬県学校生協：理事長）
・田近 民人（群馬大学生協：専務理事）
・橋本 澄人（高経大生協：専務理事）
・田村 憲司（前橋工科大生協：専務理事）
・清野紀美子（コープぐんま：理事）
・篠田真由美（生活クラブ生協：理事長）
・林 かの子（県連女性協議会：会長）

＜監事＞
・中林 祐一（群馬中央医療生協：総務部副部長） ・宮崎寿美子（学校生協：常務理事）
・吉田寿美子（コープぐんま：監事）

同組合中央会総務企画部次長から祝
辞を頂戴しました。
総会では、任期満了による役員の
改選が行われ、退任となった峰岸通
会長（コープぐんま）
、宮嶋茂副会長
（全労済群馬県本部）
、佐藤英夫常務
理事（県庁生協）
、新井公子理事（コ
ープぐんま）
、板橋明美理事（コープ
新しい役員体制が発表されました
ぐんま）
、六本木眞千子理事（生活ク
中嶋源治新会長理事
ラブ生協）
、石田悦子理事（県連女性協）に代わって加藤雅二理事（全労済群馬県
本部）
、梅澤義夫理事（コープぐんま）
、松田宗久理事（県庁生協）
、清野紀美子理事（コープぐんま）
、篠田
真由美理事（生活クラブ生協）と交代になりました。また 2009 年度に設立・県連加盟した前橋工科大学生
協から田村憲司専務理事が県連理事として新たに選任されました。総会終了後直ちに第１回理事会が開催さ
れ、会長理事に中嶋源治コープぐんま理事長が選出されたほか前表のとおり互選されたことが、参加者に報
告されました。

６月１５日（火）
、県連女性協第１７回定期総会が
代議員・オブザーバーなど７９名が参加して開催され、
ました。今までになく男性組合員や常勤役・職員の参
加が増えたことが特徴的でした。
議長には北毛保健生協の代議
員の宮沢孝子さんが選出され、
最初に県連中嶋源治会長と女性
協林かの子会長が主催者を代表
して挨拶を行いました。
男性と常勤役職員の参加も目立った総会の様子
続いて、来賓の群馬県生活文
化部消費生活課野本守利課長、ＪＡぐんま女性組織協議会齋藤正江会長、日生協中央
群馬県生活文化部消費
地連事務局松村陽子さんから、それぞれ激励や連帯の心のこもった祝辞をいただきま
生活課野本守利課長
した。
提案のあった第１号から第３号議案まで全ての議案が承認され、総会決議「生協の役割を発揮し、人間ら
しく生きられる社会 ～誰もが安心して気持ちよく暮らせる社会～ の実現を目指します」が満場の拍手で
確認されました。
総会の最後に、今総会で退任した前事務局長石田悦子さん（北毛保健生協）
、
運営委員星崎純子さん（全労済群馬県本部）
、同吉田寿美子さん（コープぐんま）
、
同櫻井禎子さん（パルシステム群馬）からあいさつをいただきました。
第２部企画のアトラクションとして「桂宏美さん 歌とヴィオリラの演奏会」
を開催されました。ヴィオリラは初めて聞く楽器という方が多かったのですが、
“とても美しく心が落ち着く、親しみやすい”という印象を皆さんが抱いたよ
うでした。選曲も良く、
「さとうきび畑」
、パワフルな歌声の演歌「女一代」な
どとても好評でした。桂宏美さんへの感想やエールがたくさん寄せられました。
総会のあとは桂宏美さん
桂さんは群馬県出身ということで親しみを感じ、今後の活躍を大いに期待した
の歌と演奏を楽しみまし
た
いと思います。

今年度の県連女性協の役員は次の通りです。会長：林かの子（県連理事）
、副会長：岸みちよ（はるな生
協）
、事務局長：清野紀美子（コープぐんま）
、運営委員：星野小夜子（群馬中央医療生協）
・秋山ユミ子（生
活クラブ生協）
・藤原京子（利根保健生協）
・割田久美子（コープぐんま）
・越川かおり（パルシステム群馬）
・
下田るり子（全労済群馬県本部）
・宮澤孝子（北毛保健生協）

ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク（以下県民ネットワークと略：中嶋源治会長）は群馬県との協
働事業として、
「リスクコミュニケーションセミナー」を２０１０年８月３日（火）に前橋テルサで開催し
ました。このセミナーには公募によ
る８６名が参加しました。今回のセ
ミナーは、一般消費者、食品関係事
業者、行政関係者など幅広い分野か
ら参加していただきました。
県民ネットワーク中嶋源治会長、
群馬県健康福祉部食品安全局信澤
敏夫局長からごあいさつをいただ
き、県民ネットワーク役員である
第１部の講師浅見成志氏
第２部の講師中島朋子氏
NPO 法人ぺぱーみんとかんぱにーの矢島美智子さんの司会
でセミナーを開始しました。
第１部は「食品のリスクとどのようにつきあうか」をテ
ーマに、内閣府食品安全委員会事務局リスクコミュニケー
ション専門官 浅見成志氏からご講演をいただきました。
第２部は「コミュニケーションスキル編～多様な視点で
考えよう～」をテーマに、内閣府食品安全委員会事務局技
術参与 中島朋子氏からご講演をいただきました。そのあと、
中島朋子氏から指導を受けながら、グループワークによる
リスクコミュニケーションを円滑に進めるための学習を行
い、ワールドカフェという方法で参加者自ら体験していた
だき、参加者全員からひとことずつ発表していただきました。最後に、群馬県健康福祉部食品安全局の町
田勝俊食品安全課長がまとめを行い、本セミナーを終了しました。

町田勝俊課長

ぐんま食の安全・安心県民ネットワーク（会長：峰岸通）は、５月３１日（月）
に群馬県庁昭和庁舎で第４回総会を開催しました。総会には、群馬県から群馬県
健康福祉部食品安全局食品安全課長町田勝俊様、同食品安全課次長須野原修様を
はじめ５名の方にご出席いただき、県民ネットワークから１５名が出席しました。
議長に栗原利明事務局次長（県消団連）を選出し、峰岸通会長が県民ネット
ワークを代表して「群馬県との協働事業をすすめ、食の安全県民運動を広げてい
きたい」と挨拶を行いました。来賓としてご出席いただいた町田勝俊課長から「県
民ネットワークとの協働をすすめ、消費者とのコミュニケーションを深めたい。
２０１１年からの群馬県食品安全基本計画（第３期）の策定に向けて県民ネット
ワークとのリスクコミュニケーションを充実させたい」とご挨拶をいただきまし

た。
八田直樹事務局長が、平成
２１年度事業報告、収支決算
報告、平成２２年度事業計画
案、収支予算案、平成２２年
度役員案の提案し、また、楢
原俊彦監事が監査報告を行い、
審議のうえ全議案が承認され
ました。今年度の役員は、中
嶋源治会長（ぐんま食の安全消費者連絡会議：群馬県生協連）
、一場幸雄副会長（株
新会長に選出された中
式会社フレッセイ）
、松村久子副会長（農村生活アドバイザー）
、楢原俊彦監事（Ｊ
嶋源治県生協連会長
Ａ群馬中央会）を選任しました。
今年度は、群馬県との協働事業として①地域語部の会（２回）②食の現場探求隊（２回）③リスクコミ
ュニケーションセミナー④食の現場探訪ラリー⑤啓発資材の作成等に取組みます。

31 日 ぐんま地産地消県民運動推進会議
9 月 2 日 群馬県消団連幹事会
6 日 県連事務局会議⑥
7 日 県連組織部会②
8 日 女性協運営委員会③
8 日・9 日 ６県連合同業態研修会
11 日 県総合防災訓練リハーサル
14 日 食の県民ネットワーク役員会
16 日 臨時総会、県連理事会③、県食品安全
審議会
17 日 地連機関運営学習会
18 日 女性協視察研修会、県総合防災訓練
22 日 地連職域部会
27 日 前橋消団連幹事会
28 日 地連運営委員会、中央労金懇談会
10 月 4 日 県連事務局会議⑦、市消団連事
務局会議
5 日 市消団連視察見学

日 時 2010 年７月 1５日（木）10 時 00 分～
場 所 全労済群馬県本部「大渡ホール」
議事及び内容
□ 報告事項
１、一般経過報告
２、特別報告
３、女性協議会・会員生協報告
□ 協議事項
１、第５１回通常総会のまとめ
２、消費者行政課題に係る取組みについて
３、食品の安全行政の強化に係る取組み
４、県連災害対策について
５、地球温暖化防止の取組みについて
７、会員生協の総代会開開催状況の交流
８、その他
８、その他

