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群馬県生協連の第 48 回通常総会が、６月６日、群馬県勤労福祉センター
で開催されました。会員生協の減少により代議員定数が減少した中で昨年
を上回る代議員が出席し盛大な開催となりました。
７名の来賓を代表して挨拶をいただいた群馬県総務局県民センターの堀
越一男所長から、消費者相談の実情が紹介され、
「消費者、とりわけ高齢者
をとりまく厳しい状況の中で、安心して暮らせる地域をつくるために、生
協が地域での要（かなめ）となって欲しい」と期待が述べられました。

県民センター堀越一男所長
から祝辞をいただきました。

総会では、全議案が

《ご来賓いただいた方々》
群馬県総務局県民センター 所長 堀越 一男 様
群馬県総務局県民センター消費者行政ｸﾞﾙｰﾌﾟ 次長 落合 久美子 様
日本生協連中央地連事務局 高木 誠司 様
群馬県農協中央会農業対策部 尾澤 一英 様
中央労働金庫群馬県本部 副本部長 森本 充 様
群馬県労働者福祉協議会 事務局長 阿部 和彦 様
群馬県高齢者生活協同組合 理事長 小野 誠昭 様

満場一致で承認され、
３名の理事を補充選出するなどして、
第４８回通常総会は成功裏に終了しま
した。
総会終了後、今総会で退任した木村
朝次郎前副会長（利根保健生協前副理
事長）から講演をいただき、先進的な
２００７年度活動方針など全議案が承認されました。

医療生協運動を利根・沼田地区に築いてきた
体験談などをお聞きしました。
「 人間のいの
ちを大事にすること を信念に、医療生協の
活動に取り組んできた」と語る木村前副会長
の講演が終わると、会場からは惜しみない拍
手が贈られました。
今総会で退任された木村前副会長から講演をお聞きしました。

「ぐんま食の安全・安心県民ネット
ワーク」が５月３０日、設立総会を開
き正式に発足しました。県民が主体と
なって取り組む「ぐんま食の安全・安
心県民運動」を進めるための組織とし
て設立されました。
設立総会で挨拶する小澤邦寿群馬県食品安全会議事務局長（右から２人目）
総会では、消費者、生産者、事業者
などから１４
＜２００７年度の事業＞
名の役員が選
１． 会員間の交流を促進します
ばれ、２００
２． 食の安全・安心の確保に関する情報の収集・提供に取り組みます
７年度の事業
３． ネットワークの愛称を募集します
計画を確認し
４． 地域での意見交流会「ミニ語部の会」を開催します
ました。県生
５． 「食の現場探求バスツアー」を実施します
協連の峰岸通
６． 設立記念フォーラムを開催します
会長がネット
ワークの代表に選任され、事務局の県生協連内設置が確認されました。群馬
県（食品安全会議事務局）とは連携・協働の関係とし、県の施策に関するリ
スクコミュニケーションの実施やシンポジウムなどの協働事業を行います。
代表に選任された
峰岸通県連会長

設立総会後、ネットワークの最初の事業（県との協働）として県民運動キ
ックオフ・フォーラムが開催されました。フォーラムには消費者、生産者、
事業者、行政など各分野から１１２名の県民が参加しました。
第１部：ネットワークの設立経過と県民運動推進に向けた取り組み報告
第２部：基調講演
講師：全国消費者団体連絡会事務局長 神田敏子氏
「食の安全・安心を考えよう～消費者、生産者、事業者の役割～」
第３部：パネルディスカッション
「食の安全・安心確保のためにできること」
・コーディネーター：小澤邦寿氏（群馬県食品安全会議事務局長）
第２部の基調講演を行う
・コメンテーター：神田敏子氏（全国消費者団体連絡会事務局長）
神田敏子全国消団連事務
・パネリスト：香川
隆氏（消費者：コープぐんま）
局長
松村 久子氏（生産者：農村生活アドバイザー）
一場 幸雄氏（事業者：株式会社フレッセイ）
須野原 修氏（行政：食品監視課）
パネリストはそれぞれの
分野から、お互いに期待す
ることやネットワークの役
割などについて意見交換を
深めました。
消費者の立場から発言するコープぐんま
組合員の声事務局・香川隆マネージャー

女性協の第１４回定期総会が６月１９日、全労済大渡ホール
に１２会員生協の５５名の組合員が参加して、元気に開催され
ました。
２００７年度は、女性協懇談会の継続開催、会員生協への担
当者配置などの要請、他団体との交流や地連などの交流･学習
会への積極的参加、研修会や調査研究などに取り組み、共同参
画を生協に根づかせていきます。
上から、女性
また、子育て支援や両立支援など
協林かの子
会長、祝辞を
の生協の取り組みをすすめ、審議
いただく県
会の場などを通して行政への意見
民センター
中島稔主幹、
表明も行っていくなどの、女性協
ＪＡぐんま
の活動方針が承認されました。
女性組織協
議会亀田久
総会終了後のアトラクションで
子会長、日生
は、松井田町在住のバリトンソリ
協中央地連
事務局當具
スト小川正夫さんとピアニストの
かほりさん
祥子（さちこ）さんの素敵な演奏
に、参加者はうっとりと聴き入り、総会の
緊張を吹き飛ばしました。正夫さんの病気
小川正夫さん・祥子さん夫妻の息の合
を二人で克服して演奏を続けている夫妻へ
った演奏。日本、ロシア、イタリアの
の拍手は、なかなか止みませんでした。
名曲から１１曲が披露されました。

コープぐんまの「くらしのたすけあいの会」は、６月１９日に第１２回総会を開催し、発
足から１０年を迎えた活動を振り返り、これから先も仲間を増やしながら活動を続けていく
ために内容の見直しを行なった「あり方検討会」の答申を確認しました。その結果、従来の
会員制度はやめて会費（１２００円）をなくし、多くの組合員さんに活動参加や、援助の利
用をしてもらうため『コープぐ
んまの組合員であれば誰もがく
らしのたすけあいの会の会員』
となることが確認されました。
各地区のコーディネーター
さんが紹介されました。

生

協

名

利根保健生協
群馬大学生協
生活クラブ生協
群馬中央医療生協
はるな生協
北毛保健生協
群馬県庁生協
群馬県学校生協
高経大生協
コープぐんま
ぐんまよつ葉生協
パルシステム群馬
ぐんま自然派生協
太田情報専門学校生協
学園マイネ（総会）
全労済県本部

開 催 日
５月２５日（金）
２６日（土）
２６日（土）

会

場

利根沼田文化会館
荒牧キャンパス内
生活クラブ玉村本部センター

２６日（土）
２６日（土）
２６日（土）

勤労福祉センター
高崎労使会館
渋川市中央公民館

２９日（火）
３０日（水）
３０日（水）

群馬県公社ビル
ロイヤルチェスター前橋
三扇会館

６月 ７日（木）
１６日（土）
１６日（土）

伊勢崎市文化会館
おおたレインボープラザ
グリーンドーム前橋

１７日（日）
６月27日（水）
７月 ３日(火)

伊勢崎市民プラザ
キャンパス内
キャンパス内

７月３１日（火）

前橋テルサ

6 月 26 日 第２回組織部会
27 日 県環境フェスタ実行委員会
28 日 〜29 ６県連合同業態研修会事務
局会議
29 日 高野昭夫理事長受賞を祝う会
7 月 2 日 県連事務局会議
3 日 第２回災害対策協議会
〃 フートピア２１委員会
〃 県連ホームページスタート
4 日 女性協運営委員会
7 日 第８５回国際協同組合デー
10 日 女性協懇談会（利根保健生協）
12 日 地連運営委員会
20 日 都県連事務局会議
24 日 第３回組織部会
25 日 全国都県連責任者会議
26 日 地連男女共同参画懇談会
31 日 全労済群馬県本部総代会

結果
終了
終了
終了
終了
終了
終了
終了
終了
終了
終了
終了
終了
終了

