
第73回通常総代会終了のお知らせ
　去る６月７日（火）に開催された第73回青森県庁消費生活協同組合通常総代会にお

いて、審議された議案はすべて可決されたことをお知らせします。

審議された議案
第１号議案　2021年度事業報告及び決算報告の承認並びに
　　　　　　監査報告について
第２号議案　2021年度剰余金処分（案）について
第３号議案　2022年度事業計画及び予算（案）について
第４号議案　役員（理事及び監事）選任の件について
第５号議案　役員報酬の最高限度額（案）について

　第73回通常総代会において行われた役員改選の結
果、新体制が下記のとおり決定いたしましたのでお
知らせいたします。

理 事 長
（代表理事） 根　城　伸　悦

専務理事
（代表理事） 工　藤　勝　保

常務理事 嶋　田　順　一
常務理事 近　村　芙美子
理　　事 鈴　木　晶　夫
理　　事 月　舘　重　吉
理　　事 間　山　縫　子
理　　事 加　川　恵美子
理　　事 蛯　名　和　子
理　　事 藤　田　正　男
理　　事 西　村　和　浩
理　　事 千　葉　象　睦
理　　事 小山田　和　美 （新　任）
理　　事 白　石　一　志 （新　任）
理　　事 大　室　和　也 （新　任）

監　　事 小笠原　康　雄
監　　事 奥　田　博　英
特定監事 成　田　俊　弘

新役員体制（任期２年）
　去る６月７日開催の第73回通常総代会において、
剰余金処分が下記のとおり可決されましたので、お
知らせ致します。

記

2021年度剰余金処分
Ⅰ　当期未処分剰余金
　１．当期首繰越剰余金� 3,546,483円 　　　　
　２．当期剰余金� 21,805,763円 　　　　

　当期未処分額合計� 25,352,246円 　　　　

Ⅱ　剰余金処分額
　１．法定準備金� 18,000,000円 　　　　
　２．別途積立金� 3,000,000円 　　　　
　３．出資配当金� 2,320,371円（0.5％）

　当期処分額合計� 23,320,371円 　　　　

Ⅲ　次期繰越剰余金� 2,031,875円 　　　　

※注　記
１�．出資配当金については、出資金に振替するもの
とする。ただし、出資１口に満たない金額は「預
り配当金」として、組合員を脱退する場合は一括
払いとする。
２�．次期繰越金には教育事業等繰越金1,200,000円
を含む。

組合員へお知らせ
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サッポロビアレストラン910
青森市・デイリーヤマザキ古川店２・３Ｆ
組合員証提示でお料理代金の
10％OFF（現金払いのみ）

※宴会料理及び飲み放題は、割引対象外とさせていただきます。

タイヤガーデン
ヨコハマタイヤプロショップ（県内全店）
夏冬タイヤ各種、バッテリー、
オイル、各種カー用品が
組合員証提示で割引有り

引越 日本通運
単身パック・家族の引越

組合員証提示で単身パックは生協専用価格。
家族の引越は基本料＋資材料金が10％ＯＦＦ
（組合員証はお見積の前にご提示ください。）

単身者向け引越

ジェイムズ英会話
青森校

組合員証提示で
無料体験レッスンや

輸入テキスト無料特典あります。

はるやま
県内各店

組合員証提示で10％OFF
※特価・処分品など一部除外品あります。

大きいサイズの専門店
フォーエル

県内各店
組合員証提示で５％OFF
※特価・処分品など一部除外品あります。

洋服の青山
県内各店

組合員証提示で10％OFF
※特価・処分品など一部除外品あります。

コナカ
県内各店

組合員証提示で
10％OFF

※特価・処分品など一部除外品あります。

菓子工房　TATSUYA
県内各店

組合員証提示で
５％OFF

やまと石材
青森本店・弘前店
組合員証提示で墓石、
修繕工事ほか割引有り

※特価・処分品など一部除外品あります。

ふじ彿壇店
青森市堤町1－2－11 ☎723－4584

組合員証提示で
割引あります

※特価・処分品など一部除外品あります。

トータルプロデュースモコ
青森県を拠点に東北６県対応

遺品整理 生前整理 自然葬
組合員証の提示で割引あります。

渡辺時計店
青森市古川1－14－6 ☎723－1919

組合員証提示で
５％～OFF

※特価・処分品など一部除外品あります。

岡田時計店
青森市古川2－9－17 ☎776－5143
組合員証提示で10％OFF
（駐車場あります）

※特価・処分品など一部除外品あります。

まるごとリフォームなら

住友不動産の新築そっくりさん
下北方面除く県内全域

※本体工事金額（税込）330万円
以上で３％ＯＦＦ！

※商談前に組合員証の提示必要

～ 生協協力店のご案内 ～
　　　日常生活の中でお得にご利用できます！

このステッカーが目印です。

割引率、対象店舗など予告なく変更になる場合があります。詳しくは生協係員まで。

青
森 県 庁生協
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協  力  店

おうちを建てるなら
県庁生協の新築割引

一条工務店
積水ハウス

ダイワハウス
ミサワホーム
県内全店にて対応。

組合員証提示で
建物本体価格から
最大３％OFF！

さ ら に
ご成約特典として県庁生協より

商品券５万円
を進呈！

※�商談、お見積りの前に組合員証を
ご提示ください。

WEB限定サービス。
左のQRコードから内容
詳細確認や申込できます。

 引越　ヤマトホーム
　　　  コンビニエンス
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本 庁 売 店 より のご紹介淹れたて珈琲

～福利厚生ＮＥＷＳ～ 人事課から福利厚生についてのお知らせです‼

○職員健康診断が７月４日から始まります！
　　所属に割り振られた受診日を確認し、必ず受診しましょう。

受診時
の
お願い

・健診日当日に発熱がある場合は、別の日に受診してください。
・健診会場では必ずマスクを着用してください。マスクがない場合は受診できません。
・�43歳から60歳の男性で風しん抗体検査を申し込んでいる方は、市町村から交付された風しん
抗体検査のクーポンを健診会場にお持ちください。

○被扶養者を対象としたメタボ健診（特定健診）について
　�　地方職員共済組合員の40歳以上の被扶養者の方に受診券をお送りしています。
　�　がん、脳卒中、心筋梗塞などを予防するための大切な機会です。忘れずに受
診しましょう。
○県庁ねぶた運行予定日は８月２日㈫、３日㈬、５日㈮、６日㈯です！
　�　県庁ねぶた実行委員会では、令和元年度以来３年ぶりとなる青森ねぶた祭で
の運行に向けた準備を進めており、今年度は８月２日㈫、３日㈬、５日㈮、６日㈯
の運行を予定しております。
　�　今年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、跳人は事前登録された方
のみ参加可能となる予定です。県庁ねぶたでの跳人の受け入れ等については随
時職員ポータルのインフォメーションへ掲載しますのでご確認ください。

　本庁の職員さんに日頃ご愛飲いただいている「淹れたてコーヒーマシン」のご紹介
を致します。
　北棟１Fにあります売店では、３種の銘柄からお好みに合わせて選べるコーヒーマ
シンをご用意致しております。
　種類は「コロンビア100％」「イタリアンブレンド」「香醇濃口珈琲（煎）」の３種類。
コロンビアはブレンドしたものでなく100％純粋な豆を選定、イタリアンブレンドは
酸味、深みで幅広い珈琲通の方に人気№１☆そして中でもお勧めなのが、AGFより
ラウンジ用で発売している「煎（せん）」です。香醇とは、やや浅めの焙煎で、ふく
よかな香りとすっきりとした後味が決め手。まさに煎茶のような「澄んだコク」をテー
マにした厳選豆です。

　「煎」がメジャーデビューしたきっかけとして、2016年G７伊勢志摩サミット
開催の際に国際メディアセンターでご来場者に振舞われたことが有名です。日本
一の名水でドリップした珈琲は、日本ならではの味わいと香りを持つ自慢の逸品
となりました。
　その他のメニューでは、澄んだコクの煎と100％純粋なコロンビアを混ぜて淹
れた「県庁ブレンド」も販売中。こちらはさらに味わい深く仕上がっております。
最高級のコクと香りをぜひ一度、本庁売店（北棟店）で味わってみて下さい。

生協の夏
まごころギフト
承り中‼ ○各売店にカタログを設置しております。

○ご注文は各売店または外販担当者へお願いいたします。

2022 SUMMER GIFT

令和４年度県庁ねぶた
遮那王と鞍馬山僧正坊（作：大白我鴻）
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「四文字地名」

今月の漢字クイズ
バラバラに並べられた漢字を組み合わせ、４つの四文字地名を完成

させましょう！（タテに並べます。）＜ヒント＞青森県内の地名です。

○クロスワードはいつも勉強になります。
○安心してマスクを外せる日が待ち遠しいです。
○�４月からの新しい職場の方々に支えられ安心して
働けそうです。
○�「安心」の対義語は「不安」、生協さんの「消費」
の対義語は「生産」です。
○�生協さんが持ってきてくれるエナジードリンクで
仕事頑張っています。

○�ナメクジにメロンやスイカの新芽を食べられ、昨
年は収穫なしでした。
○県庁周辺の桜、今年もきれいでした。
○�今年はコロナに負けないよう強い体づくりを心掛
けたい。
○早くコロナが終息して元の生活に戻りたいです。

ご応募下さった中から抽選の結果次の 10名の方に後日生協商品券 500円分を進呈いたします。
畑内　圭一・蝦名　佳子・小野　忠彦・齋藤　秀樹・目時　静子
原　美奈子・栃木　浩幸・方波見将人・對馬千佳子・渡辺　良子� 〈応募者：36名〉

敬称略

ひ
と
言
コ
メ
ン
ト
集

前回の答えと当選者 【答え】　「アンシン（安心）」でした。

◆応募方法◆
●�ハガキに漢字を組み合わせて出来た四文字地名と住所・氏名・所属・ひと言コメント等を記入の上、下
記宛に送付してください。
●�応募締切は７月25日必着。正解者の中から抽選で10名の方に生協ギフト券（五百円分）を進呈します。
尚、別紙メモ用紙等に記入し、生協事務室、各売店まで、直接ご持参下さっても結構です。
●送り先は〒030-8570　青森市長島一丁目１番１号　青森県庁消費生活協同組合　コープクイズ係

者 陀 野 士
富 前 長 阿
弥 久 見 田 目 川 保 台

① ② ③ ④

組合員のみなさま！みなさまのまわりに自慢のアイドルはいますか？
かわいいお子さん、お孫さん、そしてペットさん（ワンちゃん・ネコちゃんに限らず!）
自慢のアイドルのお写真を「虹のかけはし」に掲載・紹介するチャンス!
ご希望の組合員さまは県庁生協事務局にご一報ください。
生協ギフト券（500円分）を進呈いたします。ご応募お待ちしてます。

（017-722-7798 総務部 鎌田まで）
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