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静岡県生協連第 53 回通常総会を開催しました
6 月 22 日（金）ペガサート（静岡市葵区御幸町 3-21）に
おいて、第 53 回通常総会を開催いたしました。当日は、
代議員総数 50 名中 50 名（本人出席 35 名・書面議決 12 名・
委任出席 3 名）が出席し、第 1 号議案から第 4 号議案を審議
し、すべての議案を満場一致で可決しました。
第 1 号議案 2017 年度活動報告、決算報告承認の件
第 2 合議案 2018 年度活動方針、予算承認の件
第 3 号議案

役員選任の件

第 4 号議案

役員報酬決定の件

総会には以下の皆様が来賓としてご臨席されました。お忙しい中ご臨席を戴き、誠に有難うござい
ました。
静岡県 くらし･環境部 県民生活局 県民生活課 課長
静 岡 市 市民 局 生 活 安心 安 全課 参 与 兼課 長

宮﨑 隆広 様
久保 田 勝 也 様

静岡県議会 自民改革会議 政調会長

増田 享大 様

静岡県議会 ふじのくに県民クラブ県議団

佐野 愛子 様

静岡県議会 公明党静岡県議団

盛月 寿美 様

静岡県議会 日本共産党静岡県議団

平賀 高成 様

一般社団法人

静岡県労働者福祉協議会 理事長

静岡県消費者団体連盟 会長

池冨 彰 様
小林 昭子 様

来賓を代表し、宮﨑隆広様（左）、盛月寿美様（中央）、池冨彰様（右）よりご祝辞を賜りました。

静岡県生協連は、昨年 2017 年に創立 50 周年を迎えました。50 周年記念式典には川勝平太県知事
をはじめ関係諸団体の皆様にお越しいただき、生活協同組合の存在価値をあらためて確認する機会と
することができました。県民の皆様からの生活協同組合への期待を受け止め、県民のくらしに貢献
できるように、行政や諸団体とのネットワークを広げていきます。
2018 年度は「行政や諸団体とのネットワークを強化し、会員生協とともに県民の平和でよりよい
くらしにつながる取り組みをすすめます」をスローガンにかかげ、防災、フードバンク、食の安全・
食育などのテーマでの取り組みを進めてまいります。
【新たに選任された役員】
会長/稲垣 滋彦（ユーコープ顧問）
副会長/佐竹 功（静岡県労働者共済生協理事長）
専務理事/宮﨑 泰成（ユーコープしずおか県本部長）、
常務理事/中村 範子（員外）、常務理事/江﨑 玲子（員外）
理事/尾上 友宏（静岡県教職員生協理事長）
理事/加藤 恒一（浜北医療生協専務理事）、理事/芹澤 潤二（生活クラブ生協専務理事）、
理事/田口 暢子（ユーコープ理事）、理事/寺西 道治（あいち生協専務理事）
理事/藤﨑 稔（スズキ生協常勤理事）、理事/細谷 里子（パルシステム静岡副理事長）
理事/増田 勝俊（静岡県教職員生協常務理事・新任）、理事/丸山 晃弘（静岡大学生協専務理事）
理事/望月 美可（ユーコープ理事）、
監事/長谷川民樹（パルシステム静岡管理部長・新任）、監事/廣瀬 栄子（ユーコープ監事）
【退任された役員】
理事 永戸 信子（生活クラブ生協理事）、監事 小林 幹夫（パルシステム静岡執行役員）
＝核兵器のない平和な世界の実現のために＝

「2018 年原水爆禁止平和行進に参加しました」
静岡県生協連は被爆者の皆さんとともに核兵器のない平和な世界の実現に向けて、平和行進に参加
しています。
今年で 61 回目を迎えた 2018 年原水爆禁止平和行進は、
５月 19 日（土）
、神奈川県湯河原・川端公園にて神奈川県行
進からの引き継ぎ集会を行いました。静岡県原水爆被害者の
会会長の大和忠雄さんからヒバクシャ国際署名医の取り組み
をすすめていきましょう」との挨拶の後、核兵器廃絶をアピ
ールしながら熱海市市街地を元気に歩きました（写真右）。

以後、東海道に沿って三島・御殿場・沼津・富士・富士
宮・静岡（清水区・葵区＝写真右）
・焼津・藤枝・島田・掛
川・袋井・磐田・浜松・湖西までを行進し、5 月 31 日（木）
湖西市上の原南公園にて愛知県への引継ぎを行いました。
13 日間で 2100 名が参加し、72 万円の沿道募金が寄せら
れました。

核兵器禁止条約 1 周年、ヒバクシャ署名をアピール
【ヒバクシャ国際署名をすすめる静岡県連絡会】
核兵器禁止条約採択 1 周年を記念し、7 月 8 日（日）静岡東急スクエア前でヒバクシャ国際署名
キャンペーンを行いました。猛暑の中、７団体から 21 名が駆けつけヒバクシャ国際署名をアピールし
ました。
午後 1 時から 2 時までのおよそ 1 時間で 119 筆の署名をいただくことができました。七夕にちなんで
笹と短冊も用意し季節感を表現し、署名用紙をセットしたポケットティッシュもお配りしました。

【消費者問題ネットワークしずおか】
静岡県委託事業 平成 30 年度消費生活相談員資格取得支援講座を開講しました
静岡県生協連が事務局団体として参加している消費者問題ネ
ットワークしずおか（代表・色川卓男静岡大学教育学部教授）で
は、昨年に引続き消費生活相談員資格取得支援講座を受託し、6
月 30 日（土）から開講しました。
講座には県内各地から 30 名が受講しています。10 月 13 日
（土）に行われる国民生活センター主催の資格試験合格をめざし
ます。

【行事日程】
行事等

月/日

月/日

行事等

4/1

MCA 無線訓練（パルシステム静岡発信）

6/15

生活クラブ生活協同組合・静岡第 31 回通常総代会

4/4

中央地連 MCA 訓練

6/19

生活協同組合パルシステム静岡第 13 回通常総代会

4/4

県民生活課へ挨拶

6/19

静岡県教職員生活協同組合第 21 回通常総代会

4/11

【県労福協他主催】勤労者美術展（～15 日）

6/20

あいち生活協同組合第 31 回通常総代会

4/28

国際署名推進静岡県連絡会結成総会・記念講演会

6/23

第 53 回通常総会

5/7

MCA 無線訓練（県生協連発信）

6/24

浜北医療生活協同組合第 22 回通常総代会

5/9

下期監査

6/24

静岡県原水爆被害者の会第 60 回定期総会

5/11

しずおか消費者ユニオン全体会

6/26

静岡県労働金庫第 66 回通常総会

5/13

【県労福協】決算理事会

6/28

スズキ生活協同組合第 55 回通常総代会

5/19

静岡大学生活協同組合 2018 年度総代会

7/2

MCA 無線訓練（生活クラブ生活協同組合発信）

5/19

2018 年原水爆禁止平和行進（愛知県からの引継）

7/6

【県福祉基金協会】ALWF 市民活動センター会議

5/22

【静岡県消費者団体連盟】平成 30 年度通常総会

7/10

第 96 回国際協同組合デー記念中央集会

5/25

2017 年度第 7 回理事会

7/2

JCA 交流会議

5/28

静岡県・静岡市合同防災会議

7/13

【日生協・中央地連】第 1 回大規模災害対策協議会

5/29

【消費者ネットしずおか】第 5 回役員会

7/17

静岡県協同組合間提携推進協議会(総会）

5/31

2018 年原水爆禁止平和行進（愛知県からの引継）

7/18

【中央地連】第１回県連活動推進会議

6/1

MCA 無線訓練（スズキ生協）／中央地連 MCA 訓練

7/19

【県労働金庫】新入職員研修（専務・講師に招聘）

6/5

【県労福協】第 56 回定時社員総会

7/21

富士山麓育林活動

6/5

【県労福協】第 3 回協同組合大会

7/25

静岡市・静岡県防災訓練全体会議

6/5

ふじのくに消費者教育推進県域協議会（江崎常務）

7/25

【消費者ネットしずおか】監査

6/7

生活協同組合ユーコープ第 6 回通常総代会

7/27

2018 年度第 2 回理事会・静岡県との連絡会

6/15

日本生活協同組合連合会第 68 回通常総会

7/31

静岡県労働者共済生協第 63 回通常総代会

【今後の行事予定】※下線部を修正しました（180822）。
行事等

月/日

行事等

月/日

8/1

MCA 無線訓練（県労働者共済生活協同組合発信）

9/3

MCA 無線訓練（生活協同組合ユーコープ発信）

8/1

中央地連 MCA 訓練

9/7

【中央地連】第 1 回職域生協協議会（藤﨑理事）

8/1

【消費者ネットしずおか】第 13 期通常総会

9/11

【消費者ネットしずおか】第 1 回役員会

8/5

ヒロシマ平和の旅（～7 日）

9/21

第３回理事会

8/25

第 64 回日本母親大会 in 高知（～26 日・中村常務）

9/22

ふじのくに消費者教育推進フォーラム

8/27

しずおか男女共同参画推進会議 専門部会

9/23

9・２３焼津行動

9/2

静岡市・静岡県合同防災訓練

9/25

【中央地連】第２回運営委員会・県連活動推進会

