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組合員の皆さんに 12月理事会の報告をします。

１．第 10 次中期計画の振り返り、第 11 次中期計画案、2017
年度方針案を決定しました。ダイジェスト版を１月に配布、１・
２月に各地で開催される地域集会で話し合います。
２．（仮称）デポー流山おおたかの森開設計画案を決定しました。

2017 年 10 月末オープンをめざし、１月からエリア内組合員の
合意形成をすすめ、４月より 1,200 人の新規加入者獲得に向け
た拡大活動を行います。
３．「こども食堂基金」を設置します。組合員から１口 500 円の
寄付を募集し、子ども食堂を運営する団体からの申請と当該ブ
ロックの推薦により助成を行います。

11 月の組織報告   総供給高　686,358,538 円　　
　　　　　　　　     総組合員数　40,321 人（班 5,410 人  個別 19,773 人　デポー 10,683 人　経済共済 4,455 人）

発行 /生活クラブ虹の街　 発行責任者 /木村庸子　　編集 /組織部            
〒261-0011千葉市美浜区真砂5-21-12　  tel 043-278-7671    fax 043-279-7490 　http://chiba.seikatsuclub.coop/             
★本紙は古紙再生紙、ベジタブルインキを使用。 
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特　集

自主管理監査制度と

おおぜいの自主監査
生活クラブでは、「安全・健康・環境」生活クラブ10原則に基づ
いて組合員と提携生産者が話し合い、自分たちで決定した生活ク
ラブ独自の「自主基準」にもとづく厳しい生産管理を行っています。
これを「自主管理監査制度」とし、1997年から始まりました。

消費材の「安全・健康・環境」は組合員が直接確かめる

生活クラブ 10原則
第１原則　消費材の安全性の追求
第２原則　食の自給力を高める
第３原則　有害物質の削減
第４原則　自然資源の持続可能な使用
第５原則　ごみの削減とリユース
第６原則　エネルギーの削減
第７原則　リスクの削減
第８原則　情報の開示
第９原則　自主管理と監査
第10原則　おおぜいの参加

自主基準は、　
1. 分野別になっています。

放射能基準：下記表参照
農業基準：「果樹・水稲・きのこ編」と「野菜編」に区分
漁業基準：冷凍魚、塩干品、うなぎ蒲焼きなど
畜産基準：原乳、鶏卵、精肉（豚、牛、鶏）
加工食品基準：上記以外の大多数の食品
生活用品基準：せっけん、化粧品、衣料品、雑貨など
容器包装基準：食品を包む袋や缶、びんなど
微生物基準：食品の生産から物流等いづれの場面でも
CO2 削減行動基準：生活クラブ全体として取り組む

２.区分は「推奨レベル」「標準規格」「要改善規格」の３つ。

　推奨レベル：到達・実現を推奨する内容
 　　例 / 除草剤の不使用、畜産での飼料米の導入、養殖での水　

　　　　 産用医薬品の不使用など

　標準規格：守るべき水準
 　　例 / 許容していない食品添加物の不使用など

　要改善規格：早期に改善することが必要
　　 例 / 毒性の強い農薬の使用など

生活クラブの自主基準（2016年4月） 国の基準値

区分 検出下限
目標値⑶

基準値 食品区分 基準値

  「すくすくカタログ」掲載 食品
    （乳児用食品含） １ 不検出 乳児用食品 50

 飲料水⑴・牛乳（原乳）・米 １ ５
飲料水 10

牛乳 50

 鶏卵・鶏肉・豚肉・牛肉・乳製品 2.5 10

一般食品 100 青果物⑵・魚介類・加工食品 ６ 25

  生椎茸 10 50
（1）飲料水には、国の基準と同じ「緑茶」だけでなく、「麦茶」や「抹茶」などの茶類を含みます。
（2）「生椎茸」を除く「きのこ類」を含みます。
（3）検出下限値を目標としている理由は、測定する消費材の比重などにより、検出結果にバラ
つきが生じるためです。

国と生活クラブの放射能基準値の比較表
セシウム 134 と 137 合計値、単位：Bq/kg

放射能の自主基準値をさらに引き下げました。
　「放射能はこれ以下なら安全という値（しきい
値）はない」 という考え方に基づき、放射能の 「自
主基準値」を設定し、 「この数値を超えた消費材
はお届けしない」という基準として、 検査の結果、
この値を越えるものについては供給を中止してい
ます。
　東京電力福島第一原発の事故以来、 これまでの
8 万件を越える国内屈指の検査実績と新たな検査
体制の拡充の上に、 2016 年 4 月から自主基準値
をさらに引き下げました。より厳しい基準を設定
することで、更なる食の安全をめざしています。

農業基準を改定しました。
　2015 年に農業基準の改定を行いました。これ
までの青果物の取り組みの成果を踏まえ、今後め
ざす次のステップとして、食べながら 10 年先を
生産者と共につくる生活クラブのアースメイド野
菜として整理しました。2016 年 11 月１回から
農産物の規格が改まりました。

あっぱれ育ち野菜

栽培期間中、化学合成農薬と化学肥料
を使用しないで育てました。

はればれ育ち野菜
栽培期間中、化学合成農薬と化学肥料
をできるだけ使わず育てました。

たぐいまれ野菜
「独自性の高い野菜」や「地域特有の野
菜」です。

　生産者は、自主基準にもとづく情報公開を行い
ます。連合消費委員会のもとに設置された、組合
員と提携生産者による「自主管理部会」が基準の
到達度合を点検し、さらに高い水準へと基準を改
定していきます。
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小松菜

　千葉県東部九十九里浜のほぼ中央に
位置する山武市の北西地域の 52 人の
生産者で組織するさんぶ野菜ネット
ワーク。７月８日に、理事・ブロック
運営委員など７人で現地監査を行いま
した。
　小松菜は、年間を通して生産してお
り、耐病性・収穫の安定性から、F1
種を栽培。有機 JAS 認定は毎年厳し
い調査があること、農薬に頼らない作
物が育ちやすい土壌づくりや輪作体系
を重視し、慣行栽培の近隣圃場の農薬
対策については、農家とのコミュニ
ケーションを大事にしていることがわ
かりました。さんぶ野菜ネットワー
クの有機 JAS 認定の圃場は  55ha で、
関東最大規模。グループ 52 人のうち
26 人が新規就農者で、後継者育成に
も力を入れていることがわかりました。
　監査報告に対して、富谷和弘さんか
らの所感に「堆肥施用と輪作に心がけ、
期待されている在来種も挑戦したいと
思います」とありました。
　これからも、おいしい小松菜をつく
り続けてください。　　  佐倉ブロック
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特　集

おおぜいの自主監査とは

　組合員自らが生産現場を訪問し、製
造環境や製造工程を確認し生活クラブ
の「自主基準」への到達点をチェック
するという生活クラブならではのユ
ニークな活動です。消費材をより良く
するにはどうしたら良いかを、生産者
と組合員が一緒に考える機会となって
います。
　下記のようなステップで行います。

自主管理監査制度に
参加している生産者、
または消費材から監
査対象を選定します。

製造現場を訪問して
消費材が生産される
ところを監査します。

監査報告書を作成し、
生産者に改善して欲
しい点等を伝えます。
また、この体験をさ
まざまな活動に生か
していきます。

現地監査の１カ月前
に、事前学習会を行
います。監査のまと
めをしぼり、事前に
質問事項をまとめて
おくことで当日の監
査がより有意義なも
のになります。

   2016 年度　虹の街
　　　　　おおぜいの自主監査報告

白菜キムチ
　６月 27 日、各種キムチや冷凍ナム
ルセットなどを製造している（株）第
一物産野田工場（野田市）にて、松戸
ブロック自主監査実行委員会の４人で、
白菜キムチの原材料のトレーサビリ
ティや製造管理状況などについて監査

しました。
　原材料につい
ては、白菜の栽
培履歴や洗浄方
法について、ま
た、韓国産のア
ミの塩辛や唐辛
子など輸入原材
料の現物を確認

しました。煮干し・昆布からとった出
だ

汁
し

とアミの塩辛・唐辛子・生姜・りん
ごやにんにくなどでつくった薬

ヤンニョム

味を使
い、自然な乳酸発酵で旨みを出してい
ました。

　それぞれの工程で、素材を大切に扱
い、適切な温度で管理し、製造から出
荷まで、常に気を配りながら尽力され
ているようすがうかがえました。　　

　　                            松戸ブロック

消費材名 生産者名 実施日

消費委員会 鶏卵 （株）アグリイノベーションズカンパニー 2016-06-01

松戸ブロック 白菜キムチ （株）第一物産 　2016-06-27

佐倉ブロック 小松菜 （農）さんぶ野菜ネットワーク 　2016-07-08

柏ブロック サブレ 平塚製菓（株） 　2016-10-24

2016 年度  虹の街　おおぜいの自主監査実施状況

　Step1　
消費材の選定

　Step2　
事前学習会

　Step3　
監査当日

　Step4　
監査報告

写真上：富谷和弘さん（写真中央）のハウス
写真下：事前学習会では、市販の小松菜と食べ
比べてみました。監査対象の小松菜が甘みがあ
り一番おいしかった
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特　集

自主管理監査制度と

おおぜいの自主監査
生活クラブでは、「安全・健康・環境」生活クラブ10原則に基づ
いて組合員と提携生産者が話し合い、自分たちで決定した生活ク
ラブ独自の「自主基準」にもとづく厳しい生産管理を行っています。
これを「自主管理監査制度」とし、1997年から始まりました。

消費材の「安全・健康・環境」は組合員が直接確かめる

生活クラブ 10原則
第１原則　消費材の安全性の追求
第２原則　食の自給力を高める
第３原則　有害物質の削減
第４原則　自然資源の持続可能な使用
第５原則　ごみの削減とリユース
第６原則　エネルギーの削減
第７原則　リスクの削減
第８原則　情報の開示
第９原則　自主管理と監査
第10原則　おおぜいの参加

自主基準は、　
1. 分野別になっています。

放射能基準：下記表参照
農業基準：「果樹・水稲・きのこ編」と「野菜編」に区分
漁業基準：冷凍魚、塩干品、うなぎ蒲焼きなど
畜産基準：原乳、鶏卵、精肉（豚、牛、鶏）
加工食品基準：上記以外の大多数の食品
生活用品基準：せっけん、化粧品、衣料品、雑貨など
容器包装基準：食品を包む袋や缶、びんなど
微生物基準：食品の生産から物流等いづれの場面でも
CO2 削減行動基準：生活クラブ全体として取り組む

２.区分は「推奨レベル」「標準規格」「要改善規格」の３つ。

　推奨レベル：到達・実現を推奨する内容
 　　例 / 除草剤の不使用、畜産での飼料米の導入、養殖での水　

　　　　 産用医薬品の不使用など

　標準規格：守るべき水準
 　　例 / 許容していない食品添加物の不使用など

　要改善規格：早期に改善することが必要
　　 例 / 毒性の強い農薬の使用など

生活クラブの自主基準（2016年4月） 国の基準値

区分 検出下限
目標値⑶

基準値 食品区分 基準値

  「すくすくカタログ」掲載 食品
    （乳児用食品含） １ 不検出 乳児用食品 50

 飲料水⑴・牛乳（原乳）・米 １ ５
飲料水 10

牛乳 50

 鶏卵・鶏肉・豚肉・牛肉・乳製品 2.5 10

一般食品 100 青果物⑵・魚介類・加工食品 ６ 25

  生椎茸 10 50
（1）飲料水には、国の基準と同じ「緑茶」だけでなく、「麦茶」や「抹茶」などの茶類を含みます。
（2）「生椎茸」を除く「きのこ類」を含みます。
（3）検出下限値を目標としている理由は、測定する消費材の比重などにより、検出結果にバラ
つきが生じるためです。

国と生活クラブの放射能基準値の比較表
セシウム 134 と 137 合計値、単位：Bq/kg

放射能の自主基準値をさらに引き下げました。
　「放射能はこれ以下なら安全という値（しきい
値）はない」 という考え方に基づき、放射能の 「自
主基準値」を設定し、 「この数値を超えた消費材
はお届けしない」という基準として、 検査の結果、
この値を越えるものについては供給を中止してい
ます。
　東京電力福島第一原発の事故以来、 これまでの
8 万件を越える国内屈指の検査実績と新たな検査
体制の拡充の上に、 2016 年 4 月から自主基準値
をさらに引き下げました。より厳しい基準を設定
することで、更なる食の安全をめざしています。

農業基準を改定しました。
　2015 年に農業基準の改定を行いました。これ
までの青果物の取り組みの成果を踏まえ、今後め
ざす次のステップとして、食べながら 10 年先を
生産者と共につくる生活クラブのアースメイド野
菜として整理しました。2016 年 11 月１回から
農産物の規格が改まりました。

あっぱれ育ち野菜

栽培期間中、化学合成農薬と化学肥料
を使用しないで育てました。

はればれ育ち野菜
栽培期間中、化学合成農薬と化学肥料
をできるだけ使わず育てました。

たぐいまれ野菜
「独自性の高い野菜」や「地域特有の野
菜」です。

　生産者は、自主基準にもとづく情報公開を行い
ます。連合消費委員会のもとに設置された、組合
員と提携生産者による「自主管理部会」が基準の
到達度合を点検し、さらに高い水準へと基準を改
定していきます。
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　監査報告に対して、富谷和弘さんか
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おおぜいの自主監査とは

　組合員自らが生産現場を訪問し、製
造環境や製造工程を確認し生活クラブ
の「自主基準」への到達点をチェック
するという生活クラブならではのユ
ニークな活動です。消費材をより良く
するにはどうしたら良いかを、生産者
と組合員が一緒に考える機会となって
います。
　下記のようなステップで行います。

自主管理監査制度に
参加している生産者、
または消費材から監
査対象を選定します。

製造現場を訪問して
消費材が生産される
ところを監査します。

監査報告書を作成し、
生産者に改善して欲
しい点等を伝えます。
また、この体験をさ
まざまな活動に生か
していきます。

現地監査の１カ月前
に、事前学習会を行
います。監査のまと
めをしぼり、事前に
質問事項をまとめて
おくことで当日の監
査がより有意義なも
のになります。

   2016 年度　虹の街
　　　　　おおぜいの自主監査報告

白菜キムチ
　６月 27 日、各種キムチや冷凍ナム
ルセットなどを製造している（株）第
一物産野田工場（野田市）にて、松戸
ブロック自主監査実行委員会の４人で、
白菜キムチの原材料のトレーサビリ
ティや製造管理状況などについて監査

しました。
　原材料につい
ては、白菜の栽
培履歴や洗浄方
法について、ま
た、韓国産のア
ミの塩辛や唐辛
子など輸入原材
料の現物を確認

しました。煮干し・昆布からとった出
だ

汁
し

とアミの塩辛・唐辛子・生姜・りん
ごやにんにくなどでつくった薬

ヤンニョム

味を使
い、自然な乳酸発酵で旨みを出してい
ました。

　それぞれの工程で、素材を大切に扱
い、適切な温度で管理し、製造から出
荷まで、常に気を配りながら尽力され
ているようすがうかがえました。　　

　　                            松戸ブロック

消費材名 生産者名 実施日

消費委員会 鶏卵 （株）アグリイノベーションズカンパニー 2016-06-01

松戸ブロック 白菜キムチ （株）第一物産 　2016-06-27

佐倉ブロック 小松菜 （農）さんぶ野菜ネットワーク 　2016-07-08

柏ブロック サブレ 平塚製菓（株） 　2016-10-24

2016 年度  虹の街　おおぜいの自主監査実施状況

　Step1　
消費材の選定

　Step2　
事前学習会

　Step3　
監査当日

　Step4　
監査報告

写真上：富谷和弘さん（写真中央）のハウス
写真下：事前学習会では、市販の小松菜と食べ
比べてみました。監査対象の小松菜が甘みがあ
り一番おいしかった
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自主管理監査制度と

おおぜいの自主監査
生活クラブでは、「安全・健康・環境」生活クラブ10原則に基づ
いて組合員と提携生産者が話し合い、自分たちで決定した生活ク
ラブ独自の「自主基準」にもとづく厳しい生産管理を行っています。
これを「自主管理監査制度」とし、1997年から始まりました。

消費材の「安全・健康・環境」は組合員が直接確かめる

生活クラブ 10原則
第１原則　消費材の安全性の追求
第２原則　食の自給力を高める
第３原則　有害物質の削減
第４原則　自然資源の持続可能な使用
第５原則　ごみの削減とリユース
第６原則　エネルギーの削減
第７原則　リスクの削減
第８原則　情報の開示
第９原則　自主管理と監査
第10原則　おおぜいの参加

自主基準は、　
1. 分野別になっています。

放射能基準：下記表参照
農業基準：「果樹・水稲・きのこ編」と「野菜編」に区分
漁業基準：冷凍魚、塩干品、うなぎ蒲焼きなど
畜産基準：原乳、鶏卵、精肉（豚、牛、鶏）
加工食品基準：上記以外の大多数の食品
生活用品基準：せっけん、化粧品、衣料品、雑貨など
容器包装基準：食品を包む袋や缶、びんなど
微生物基準：食品の生産から物流等いづれの場面でも
CO2 削減行動基準：生活クラブ全体として取り組む

２.区分は「推奨レベル」「標準規格」「要改善規格」の３つ。

　推奨レベル：到達・実現を推奨する内容
 　　例 / 除草剤の不使用、畜産での飼料米の導入、養殖での水　

　　　　 産用医薬品の不使用など

　標準規格：守るべき水準
 　　例 / 許容していない食品添加物の不使用など

　要改善規格：早期に改善することが必要
　　 例 / 毒性の強い農薬の使用など

生活クラブの自主基準（2016年4月） 国の基準値

区分 検出下限
目標値⑶

基準値 食品区分 基準値

  「すくすくカタログ」掲載 食品
    （乳児用食品含） １ 不検出 乳児用食品 50

 飲料水⑴・牛乳（原乳）・米 １ ５
飲料水 10

牛乳 50

 鶏卵・鶏肉・豚肉・牛肉・乳製品 2.5 10

一般食品 100 青果物⑵・魚介類・加工食品 ６ 25

  生椎茸 10 50
（1）飲料水には、国の基準と同じ「緑茶」だけでなく、「麦茶」や「抹茶」などの茶類を含みます。
（2）「生椎茸」を除く「きのこ類」を含みます。
（3）検出下限値を目標としている理由は、測定する消費材の比重などにより、検出結果にバラ
つきが生じるためです。

国と生活クラブの放射能基準値の比較表
セシウム 134 と 137 合計値、単位：Bq/kg

放射能の自主基準値をさらに引き下げました。
　「放射能はこれ以下なら安全という値（しきい
値）はない」 という考え方に基づき、放射能の 「自
主基準値」を設定し、 「この数値を超えた消費材
はお届けしない」という基準として、 検査の結果、
この値を越えるものについては供給を中止してい
ます。
　東京電力福島第一原発の事故以来、 これまでの
8 万件を越える国内屈指の検査実績と新たな検査
体制の拡充の上に、 2016 年 4 月から自主基準値
をさらに引き下げました。より厳しい基準を設定
することで、更なる食の安全をめざしています。

農業基準を改定しました。
　2015 年に農業基準の改定を行いました。これ
までの青果物の取り組みの成果を踏まえ、今後め
ざす次のステップとして、食べながら 10 年先を
生産者と共につくる生活クラブのアースメイド野
菜として整理しました。2016 年 11 月１回から
農産物の規格が改まりました。

あっぱれ育ち野菜

栽培期間中、化学合成農薬と化学肥料
を使用しないで育てました。

はればれ育ち野菜
栽培期間中、化学合成農薬と化学肥料
をできるだけ使わず育てました。

たぐいまれ野菜
「独自性の高い野菜」や「地域特有の野
菜」です。

　生産者は、自主基準にもとづく情報公開を行い
ます。連合消費委員会のもとに設置された、組合
員と提携生産者による「自主管理部会」が基準の
到達度合を点検し、さらに高い水準へと基準を改
定していきます。
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小松菜

　千葉県東部九十九里浜のほぼ中央に
位置する山武市の北西地域の 52 人の
生産者で組織するさんぶ野菜ネット
ワーク。７月８日に、理事・ブロック
運営委員など７人で現地監査を行いま
した。
　小松菜は、年間を通して生産してお
り、耐病性・収穫の安定性から、F1
種を栽培。有機 JAS 認定は毎年厳し
い調査があること、農薬に頼らない作
物が育ちやすい土壌づくりや輪作体系
を重視し、慣行栽培の近隣圃場の農薬
対策については、農家とのコミュニ
ケーションを大事にしていることがわ
かりました。さんぶ野菜ネットワー
クの有機 JAS 認定の圃場は  55ha で、
関東最大規模。グループ 52 人のうち
26 人が新規就農者で、後継者育成に
も力を入れていることがわかりました。
　監査報告に対して、富谷和弘さんか
らの所感に「堆肥施用と輪作に心がけ、
期待されている在来種も挑戦したいと
思います」とありました。
　これからも、おいしい小松菜をつく
り続けてください。　　  佐倉ブロック
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おおぜいの自主監査とは

　組合員自らが生産現場を訪問し、製
造環境や製造工程を確認し生活クラブ
の「自主基準」への到達点をチェック
するという生活クラブならではのユ
ニークな活動です。消費材をより良く
するにはどうしたら良いかを、生産者
と組合員が一緒に考える機会となって
います。
　下記のようなステップで行います。

自主管理監査制度に
参加している生産者、
または消費材から監
査対象を選定します。

製造現場を訪問して
消費材が生産される
ところを監査します。

監査報告書を作成し、
生産者に改善して欲
しい点等を伝えます。
また、この体験をさ
まざまな活動に生か
していきます。

現地監査の１カ月前
に、事前学習会を行
います。監査のまと
めをしぼり、事前に
質問事項をまとめて
おくことで当日の監
査がより有意義なも
のになります。

   2016 年度　虹の街
　　　　　おおぜいの自主監査報告

白菜キムチ
　６月 27 日、各種キムチや冷凍ナム
ルセットなどを製造している（株）第
一物産野田工場（野田市）にて、松戸
ブロック自主監査実行委員会の４人で、
白菜キムチの原材料のトレーサビリ
ティや製造管理状況などについて監査

しました。
　原材料につい
ては、白菜の栽
培履歴や洗浄方
法について、ま
た、韓国産のア
ミの塩辛や唐辛
子など輸入原材
料の現物を確認

しました。煮干し・昆布からとった出
だ

汁
し

とアミの塩辛・唐辛子・生姜・りん
ごやにんにくなどでつくった薬

ヤンニョム

味を使
い、自然な乳酸発酵で旨みを出してい
ました。

　それぞれの工程で、素材を大切に扱
い、適切な温度で管理し、製造から出
荷まで、常に気を配りながら尽力され
ているようすがうかがえました。　　

　　                            松戸ブロック

消費材名 生産者名 実施日

消費委員会 鶏卵 （株）アグリイノベーションズカンパニー 2016-06-01

松戸ブロック 白菜キムチ （株）第一物産 　2016-06-27

佐倉ブロック 小松菜 （農）さんぶ野菜ネットワーク 　2016-07-08

柏ブロック サブレ 平塚製菓（株） 　2016-10-24

2016 年度  虹の街　おおぜいの自主監査実施状況

　Step1　
消費材の選定

　Step2　
事前学習会

　Step3　
監査当日

　Step4　
監査報告

写真上：富谷和弘さん（写真中央）のハウス
写真下：事前学習会では、市販の小松菜と食べ
比べてみました。監査対象の小松菜が甘みがあ
り一番おいしかった
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韓国　京
キョンギ

畿南部ドゥレ生協交流会
11 月９～ 12 日、京畿南部ドゥレ生協の一行 10 人（理事長、常務理事、理事、職員）
が生活クラブ虹の街を訪れました。リニューアルしたデポーや関連施設の見学、交流
会、最終日には幕張メッセでの 40 周年記念「虹いろフェスタ」にも参加されました。

スケジュール

11 月９日（水）　　
13：00　成田空港着　　　　　　
14：30　生活クラブ生協本部着　　　
　         デポー真砂／地域交流スペース渚の
              見学・説明　デポーリニューアル委
              員会活動の説明

17：15　宿泊施設（ホテル）へ移動　　
18：15　食事（歓待）　　　　　　　　

11 月 10 日（木）
08：55　朝食後宿泊先を出発　　　　　
09：40　いなげビレッジ虹と風到着
     　　 施設と事業活動全般を説明、
　　　    施設見学　生活棟・福祉棟　 

12：00　昼食休憩（ボナペティ）　　　　
12：40　デポー事業についての説明　
14：20　理事会交流会（風の村会議室）　

・両生協理事長挨拶と各自簡単な自己紹介
・生活クラブ千葉の事業概況 / 片桐専務
・生活クラブ千葉の主な重点政策 / 木村理事長
・ドゥレ生協の事業概況 / 李常務
・ドゥレ生協の主な重点政策 / 朴理事長

17：20　終了　写真撮影　
17：30　歓迎会（前カシュカシュ内）
19：30　閉会　宿泊先へ移動

11 月 11 日（金）
09：30　朝食後宿泊先を出発
10：30　くらしと家計の相談室　見学　
11：30　昼食
12：30　事業内容説明の続き
13：00　自由行動　　　　　　　　　　

11 月 12 日（土）
09：30　朝食後宿泊先を出発（帰り支度）
10：00　虹フェス会場幕張メッセ到着
　　　　ブースでコムタン試食などの準備

11：00　虹フェス開始、見学・交流
15：30　成田空港へ出発　　

　生活クラブ千葉は、1993 年に信協
ハンウリ生協と姉妹提携を結びました。
以来、定期交流会をはじめ職員や組合
員の相互研修や歴史・文化を学ぶツ
アーなどを開催してきました。このハ
ンウリ生協が、現在交流を続けている
京畿南部ドゥレ生協（以下、ドゥレ生
協）のルーツです。
　３年ぶりになる今回の交流会では、
①リニューアルオープンした「デポー
真砂」の見学と組合員拡大などのリ
ニューアル活動、②「いなげビレッジ
虹と風」の施設見学と地域包括ケアの
拠点としての多様な事業活動、そして
③「くらしと家計の相談室」の見学と
事業内容を中心に研修を行い、最終
日には④「40 周年記念イベント・虹
いろフェス
タ」にも参
加され、生
活クラブと
提携する生
産者や関連
団体のよう
すも見学しました。
　理事会交流会には理事会から 10人
が参加し、それぞれの重点政策と事業
状況について相互に報告し共有しまし
た。ドゥレ生協は 2015 年度末、組合
員数 13,462 人、供給高 8億 5610 万
ウォン（前年比 101％）で、組合員
は新規デポー開設により 1,826 人増
えました。供給高の業態別比率では、
デポーが 85％、配送が 15％を占めて
います。韓国の生協では店舗事業が中
核を担っており組合員は増えています
が、乱立する店舗の競合、景気の悪化
の影響を受けて、既存店の供給高の伸

び悩みが大きな課題です。これに対し
て、４つの重点目標を掲げています。
①組合員が利用する便利な店舗、②店
舗利用 3.3.3 実践（1 週間に 3 回、3
万ウォン以上 /回、30分滞在）、③地
区での独立的な運営基盤づくり、④積
立増資運動です。
　その他に、新しい取り組みとして、
地域社会の貧しい人々の生活を援助す
るために、４つの消費材価格に特別基
金として 100 ～ 500 ウォンを上乗せ
し供給、基金部分を別管理し運用する
取り組みを始めました。また、加入時
に 3,000 ウォンを徴収しこれを組合
の教育費に充てることになりました。
　2016 年 10 月からは生協法が改正
され非組合員の利用が可能になって
います（組合員価格よりも 10％高い）。
　現在の悩みは、①消費材の品揃え（商
品構成）が薄いことへの組合員の不満
に、安全性を保証しつつどう応えてい
けるかということ、そして②購買事業
以外の組合員からの要求（福祉、地域
貢献）をどう事業化することができる
かということです。

常務理事　庄村秀泰
＊１ウォン≒ 0.1 円

1702④⑤　4.indd   2 2017/01/19   10:19:14

　今回の協同組合の旅ではデンマーク
の福祉と環境について学びました。先
に環境については、デンマークに着い
て真っ先に思ったことが、街並みの美
しさでした。日本と違い、電柱（地下
に埋設）や道路脇にある看板が一つも
なく道路標識だけがあります。また家
の色も勝手に決められないようで、と
ても美しい街並みに感動しました。
　廃品リサイクルセンターやバイオガ
スセンター、風車を視察しましたが、
どれも国の方針として再生可能エネル
ギーを推奨しています。それは国民の

声であり、原発を国でつくらないと決
めたのも、風車をたくさん立て再生可
能エネルギーをすすめているのも国民
の声として取り組んでいることに驚き、
深く感動しました。
　また、福祉については、保育園から
フリースクール、高齢者施設等を回る
なか、「世界一幸せな国デンマーク」
を実感しました。直接税 50％、間接
税 ( 消費税 )25％と税金は高いですが、
ゆりかごから墓場まで安心して暮らせ
ることがどのようなことなのか理解で
きました。特に高齢者福祉では、「可
能な限り在宅で」「できるだけ自分で
できることは自分で行う」を国の方針
に掲げ、在宅介護の充実、施設での職

員のスキル・考え方など、全部がその
ことをすすめるように対応されており、
社会福祉国家であることがどのような
ことなのかを目の当たりにし感銘を受
けました。
　 生活クラブにおける今後の「FEC

自給圏ネットワーク」づくりの実践に
あたり、今回の協同組合の旅は具体的
及び実践的な視察であったと感じます。
デンマークの様にはなりませんが、今
後とも生活クラブの運動が安心して暮
らせる街づくりに繋がればと考えます。
　　　　　　        専務理事　片桐浩章
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2016 協同組合の旅　デンマーク視察報告

デンマークでは国民の 85％が自分たちは幸せだと
感じており、国連報告書による 2016 年版の世界幸
福度報告書では、世界で一番住みやすい国、幸福度
№１の国です（日本は 53 位）｡ その理由を現地で
探り、日本と比較した時に制度の違いだけではなく、

市民が主体となり、地域共生・在宅ケアのしくみを
どうつくり上げてきたか、高齢者・子育て支援、子
どもの教育の実践等のヒントを得、日本での協同組
合による具体化の可能性を見つけ、また政策提案へ
繋いでいくことを目的に視察しました。

スケジュール

11 月 27 日（日）

N
ノ ー フ ュ ン ス

ordfyns H
ホ イ ス コ ー レ

ojskole（ボーゲンセ生活学園）
11 月 28 日（月）
講義「デンマーク協同組合の歴史」　
　講師：Mogens Godball　（校長）
Spirevippen 幼稚園 inBogense ①写真

ナチ収容所  ②　
11 月 29 日（火）
フリースクール　Hojby Friskole
廃品リサイクルセンター  ③
　　　　　　　　in Bogense, Susi
11 月 30 日（水）
訪問介護、看護ステーション
　　　　　Sundhedshus I Bogense
高齢者デイセンター　in Brenderup
コレクティブハウス 
　　　　　Drejerbanken, Henning
風力発電の組合 Mogens
12 月 1 日（木）
高齢者ローカルセンター in Bogense ④
バイオガスセンター in Bogense
講義「社会福祉国家デンマーク」　
　講師：千葉忠夫氏
12 月 2 日（金）
デンマーク生活協同組合連合会
12 月 3 日（土）
エコビレッジ　Svanholm ⑤

①私立の農場幼稚園　②ナチ収容所（ノーマラ
イゼーション発祥の地）③キタケントウ市（人
口 3 万人）。リサイクルできるごみはできる限
りリサイクルする　④元の生活にに戻れるよう
リハビリをする人と看取りの場でもある。デン
マークは「可能な限り在宅ケア」が基本　⑤ス
ワンホルム（白鳥の島の意）は 1978 年設立。
有機農法中心のコレクティブ。

①

④

⑤

②
③
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ミニ特集

韓国　京
キョンギ

畿南部ドゥレ生協交流会
11 月９～ 12 日、京畿南部ドゥレ生協の一行 10 人（理事長、常務理事、理事、職員）
が生活クラブ虹の街を訪れました。リニューアルしたデポーや関連施設の見学、交流
会、最終日には幕張メッセでの 40 周年記念「虹いろフェスタ」にも参加されました。

スケジュール

11 月９日（水）　　
13：00　成田空港着　　　　　　
14：30　生活クラブ生協本部着　　　
　         デポー真砂／地域交流スペース渚の
              見学・説明　デポーリニューアル委
              員会活動の説明

17：15　宿泊施設（ホテル）へ移動　　
18：15　食事（歓待）　　　　　　　　

11 月 10 日（木）
08：55　朝食後宿泊先を出発　　　　　
09：40　いなげビレッジ虹と風到着
     　　 施設と事業活動全般を説明、
　　　    施設見学　生活棟・福祉棟　 

12：00　昼食休憩（ボナペティ）　　　　
12：40　デポー事業についての説明　
14：20　理事会交流会（風の村会議室）　

・両生協理事長挨拶と各自簡単な自己紹介
・生活クラブ千葉の事業概況 / 片桐専務
・生活クラブ千葉の主な重点政策 / 木村理事長
・ドゥレ生協の事業概況 / 李常務
・ドゥレ生協の主な重点政策 / 朴理事長

17：20　終了　写真撮影　
17：30　歓迎会（前カシュカシュ内）
19：30　閉会　宿泊先へ移動

11 月 11 日（金）
09：30　朝食後宿泊先を出発
10：30　くらしと家計の相談室　見学　
11：30　昼食
12：30　事業内容説明の続き
13：00　自由行動　　　　　　　　　　

11 月 12 日（土）
09：30　朝食後宿泊先を出発（帰り支度）
10：00　虹フェス会場幕張メッセ到着
　　　　ブースでコムタン試食などの準備

11：00　虹フェス開始、見学・交流
15：30　成田空港へ出発　　

　生活クラブ千葉は、1993 年に信協
ハンウリ生協と姉妹提携を結びました。
以来、定期交流会をはじめ職員や組合
員の相互研修や歴史・文化を学ぶツ
アーなどを開催してきました。このハ
ンウリ生協が、現在交流を続けている
京畿南部ドゥレ生協（以下、ドゥレ生
協）のルーツです。
　３年ぶりになる今回の交流会では、
①リニューアルオープンした「デポー
真砂」の見学と組合員拡大などのリ
ニューアル活動、②「いなげビレッジ
虹と風」の施設見学と地域包括ケアの
拠点としての多様な事業活動、そして
③「くらしと家計の相談室」の見学と
事業内容を中心に研修を行い、最終
日には④「40 周年記念イベント・虹
いろフェス
タ」にも参
加され、生
活クラブと
提携する生
産者や関連
団体のよう
すも見学しました。
　理事会交流会には理事会から 10人
が参加し、それぞれの重点政策と事業
状況について相互に報告し共有しまし
た。ドゥレ生協は 2015 年度末、組合
員数 13,462 人、供給高 8億 5610 万
ウォン（前年比 101％）で、組合員
は新規デポー開設により 1,826 人増
えました。供給高の業態別比率では、
デポーが 85％、配送が 15％を占めて
います。韓国の生協では店舗事業が中
核を担っており組合員は増えています
が、乱立する店舗の競合、景気の悪化
の影響を受けて、既存店の供給高の伸

び悩みが大きな課題です。これに対し
て、４つの重点目標を掲げています。
①組合員が利用する便利な店舗、②店
舗利用 3.3.3 実践（1 週間に 3 回、3
万ウォン以上 /回、30分滞在）、③地
区での独立的な運営基盤づくり、④積
立増資運動です。
　その他に、新しい取り組みとして、
地域社会の貧しい人々の生活を援助す
るために、４つの消費材価格に特別基
金として 100 ～ 500 ウォンを上乗せ
し供給、基金部分を別管理し運用する
取り組みを始めました。また、加入時
に 3,000 ウォンを徴収しこれを組合
の教育費に充てることになりました。
　2016 年 10 月からは生協法が改正
され非組合員の利用が可能になって
います（組合員価格よりも 10％高い）。
　現在の悩みは、①消費材の品揃え（商
品構成）が薄いことへの組合員の不満
に、安全性を保証しつつどう応えてい
けるかということ、そして②購買事業
以外の組合員からの要求（福祉、地域
貢献）をどう事業化することができる
かということです。

常務理事　庄村秀泰
＊１ウォン≒ 0.1 円
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　今回の協同組合の旅ではデンマーク
の福祉と環境について学びました。先
に環境については、デンマークに着い
て真っ先に思ったことが、街並みの美
しさでした。日本と違い、電柱（地下
に埋設）や道路脇にある看板が一つも
なく道路標識だけがあります。また家
の色も勝手に決められないようで、と
ても美しい街並みに感動しました。
　廃品リサイクルセンターやバイオガ
スセンター、風車を視察しましたが、
どれも国の方針として再生可能エネル
ギーを推奨しています。それは国民の

声であり、原発を国でつくらないと決
めたのも、風車をたくさん立て再生可
能エネルギーをすすめているのも国民
の声として取り組んでいることに驚き、
深く感動しました。
　また、福祉については、保育園から
フリースクール、高齢者施設等を回る
なか、「世界一幸せな国デンマーク」
を実感しました。直接税 50％、間接
税 ( 消費税 )25％と税金は高いですが、
ゆりかごから墓場まで安心して暮らせ
ることがどのようなことなのか理解で
きました。特に高齢者福祉では、「可
能な限り在宅で」「できるだけ自分で
できることは自分で行う」を国の方針
に掲げ、在宅介護の充実、施設での職

員のスキル・考え方など、全部がその
ことをすすめるように対応されており、
社会福祉国家であることがどのような
ことなのかを目の当たりにし感銘を受
けました。
　 生活クラブにおける今後の「FEC

自給圏ネットワーク」づくりの実践に
あたり、今回の協同組合の旅は具体的
及び実践的な視察であったと感じます。
デンマークの様にはなりませんが、今
後とも生活クラブの運動が安心して暮
らせる街づくりに繋がればと考えます。
　　　　　　        専務理事　片桐浩章
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40 周年

40年の歴史を
ぎゅっ！

年表のなかには、そ
の頃の料理会などで
つくったレシピもあ
ります。

年表は、2016年から
始まってしだいに年
をさかのぼります。

生活クラブ千葉から生
まれた事業を母体に地
域に多様な資源とネッ
トワークを生み出し、
2006年生活クラブ千葉グ
ループが発足しました。

千葉県内には、たく
さんの生産者や工場
などがあります。

ブロックごとに、生
産者とアイディアを
出しあってできた
40周年記念消費材。
虹の街ならではの逸
品が完成しました。

40年のものがたりは、
デポーフロア・

15ページの申込書からも
購入できます。

限定 2000 冊

40周年特集は、今号で修了します。
コルザ3月号は、オールカラーで
「40周年特集」を予定しています。
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めざせ！わが家のＦＰ

　10 月から１月にかけての 7 日間、
リニューアルしたデポー真砂横の１F
地域交流スペース渚

なぎさ

にて３級ファイナ
ンシャルプランナー（ＦＰ）技能士養
成講座を開催しました。2011 年から
開催している人気講座で、常に定員を
超える応募があります。　
　今回の講座は初めての平日開催です。
定員 30 人のところ、県内各地から組
合員や家族 38 人の応募があり、規模
を広げての開催となりました。
　講義は「ライフプランニングと資金
計画」「リスク管理」「金融資産運用」

「タックスプランニング」「不動産」「相
続・事業継承」「受験対策講座」の７回。
受講料はテキスト代込みで 20,000 円。
講師は、生活クラブＦＰの会に依頼し
ています。
　内容は、年金、税制、保険、預貯金、
不動産、相続など、どれも私たちの生
活に直結するもので、講師自身の経験
談やテキストにない最新情報も交え、
盛りだくさんの情報をわかりやすく解
説してくれます。
　「試験合格も大切ですが、くらしの
なかで知っておいたほうが良い情報も
きちんと伝えていきたい」という、最
初のオリエンテーションでの講師の言
葉が印象的でした。
　また、講義の開始前や休憩時間に、
２人の講師に積極的に質問している参
加者の姿も多く見受けられました。
　今回は、平日の午前中開催でしたが、
小さなお子さんのいる方の参加は予想
したほど多くはありませんでした。託
児も利用できますので、ぜひ若い世代
の方が参加し、今後の生活の参考にし

ていただきたいと思います。
　今年度は、３月にも松戸市で開催し
ます（受付は終了しました）。
　今後も開催地域や時間を工夫しなが
ら年に数回開催していく計画です。ぜ
ひ参加をご検討ください。
           福祉・たすけあい事業部　岩上章子

子どもたちに平和な未来を 2016

　12 月 14 日、千葉市生涯学習セン
ターで、千葉県生活協同組合連合会主
催による「子どもたちに平和な未来を
2016」が開催されました。虹の街か
ら 25 人、全体では 174 人が参加しま
した。2009 年から継続的に取り組ん
でいる本企画は、未来ある子どもたち
誰もが、平和で人間らしく生きていく
上で廃絶すべき核や戦争の問題などを
考える場となっています。虹の街も実
行委員会に参加しています。

　今回は、絵本作家の真
しんじゅ

珠まりこさん
を講師に招き、「もったいないと和の
はなし」と題し、真珠さんの代表作

『もったいないばあさん』の絵本をも
とに、身近な暮らしのなかから考える
平和、地球上に起きている問題などを
学びました。

　日本の子どもに向けた「もったいな
い」。なぜそれがもったいない＝大切
なのか、その先にあるものは…貧困で
十分に食べることができない子どもた
ちがいる現状を、もったいないばあさ
んを介して子どもたちにもわかりやす
く話してくださいました。
　食だけでなく、戦場へ兵士として送
りだされる子どもや、学校に通えず朝
から晩まで働きづめの子どもなど、地
球上のあらゆる問題に巻き込まれてい
る世界の子どもたちの現状も紹介され
ました。
　なぜこのような問題が起きているの
か？「自分さえよければ」と思わない
で、相手を尊重し、一人ひとり・一つ
ひとつの命を大切にしていれば起きな
かった問題と真珠さん。
　よりよい未来のために、「もったい
ない」という言葉のメッセージを伝え、
我々大人が実践できることをしていか
ないとと感じさせられる講演でした。
　その後は、千葉
県原爆被爆者友愛
会の児玉三智子さ
んが被爆体験と核
兵器廃絶国際署名
の取り組みについ
て話しました。
　改めて核兵器の恐ろしさを感じ、1
日も早い全世界の核廃絶の実現を切望
せずにはいられませんでした。

組織部　高橋孝一

コルザ 2017 年 2 月号 No.379（7）

活動ファイル

子どもたちに平和な未来を 2016

＊ 2.3 ページ「こども食堂」について特集しています。

＊ファイナンシャル・プランニング技能
士（以下、FP 技能士、）は、職業能力開
発促進法に基づき行われる技能検定に合
格した人が名乗ることのできる称号です。
FP 技能士には、1・2・3 級の 3 種類があ
ります。厚生労働大臣から指定試験機関
の指定を受けた特定非営利活動法人日本
ファイナンシャル・プランナーズ協会（日
本 FP 協会）または一般社団法人金融財
政事情研究会の実施する FP 技能検定を
受検し、合格した場合に、FP 技能士の資
格を取得することができます。

会場ロビーでは、真珠まりこさんの「もったい
ないばあさんのワールドレポート展」（写真上）・
千葉県原爆被爆者友愛会「人間と原爆」・日本
赤十字社千葉県支部「紛争地域での医療活動」・
世界の医療団「スマイル作戦」のパネル展示な
どを行い、多くの参加者が足を止め、パネルや
展示品を熱心に見て説明を聞いていました。

めざせ！わが家のＦＰ
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はなし」と題し、真珠さんの代表作

『もったいないばあさん』の絵本をも
とに、身近な暮らしのなかから考える
平和、地球上に起きている問題などを
学びました。

　日本の子どもに向けた「もったいな
い」。なぜそれがもったいない＝大切
なのか、その先にあるものは…貧困で
十分に食べることができない子どもた
ちがいる現状を、もったいないばあさ
んを介して子どもたちにもわかりやす
く話してくださいました。
　食だけでなく、戦場へ兵士として送
りだされる子どもや、学校に通えず朝
から晩まで働きづめの子どもなど、地
球上のあらゆる問題に巻き込まれてい
る世界の子どもたちの現状も紹介され
ました。
　なぜこのような問題が起きているの
か？「自分さえよければ」と思わない
で、相手を尊重し、一人ひとり・一つ
ひとつの命を大切にしていれば起きな
かった問題と真珠さん。
　よりよい未来のために、「もったい
ない」という言葉のメッセージを伝え、
我々大人が実践できることをしていか
ないとと感じさせられる講演でした。
　その後は、千葉
県原爆被爆者友愛
会の児玉三智子さ
んが被爆体験と核
兵器廃絶国際署名
の取り組みについ
て話しました。
　改めて核兵器の恐ろしさを感じ、1
日も早い全世界の核廃絶の実現を切望
せずにはいられませんでした。

組織部　高橋孝一
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子どもたちに平和な未来を 2016

＊ 2.3 ページ「こども食堂」について特集しています。

＊ファイナンシャル・プランニング技能
士（以下、FP 技能士、）は、職業能力開
発促進法に基づき行われる技能検定に合
格した人が名乗ることのできる称号です。
FP 技能士には、1・2・3 級の 3 種類があ
ります。厚生労働大臣から指定試験機関
の指定を受けた特定非営利活動法人日本
ファイナンシャル・プランナーズ協会（日
本 FP 協会）または一般社団法人金融財
政事情研究会の実施する FP 技能検定を
受検し、合格した場合に、FP 技能士の資
格を取得することができます。

会場ロビーでは、真珠まりこさんの「もったい
ないばあさんのワールドレポート展」（写真上）・
千葉県原爆被爆者友愛会「人間と原爆」・日本
赤十字社千葉県支部「紛争地域での医療活動」・
世界の医療団「スマイル作戦」のパネル展示な
どを行い、多くの参加者が足を止め、パネルや
展示品を熱心に見て説明を聞いていました。

めざせ！わが家のＦＰ
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　この映画、もうご覧になりました
か？私たちの一番知りたい「遺伝子組
み換え作物が健康に与える具体的被
害」に焦点をあて、アメリカ政府機関
で関わっていた研究者、子どもの健康
被害に直面した親、医療関係などの証
言から構成され、遺伝子組み換え作物
は正に「生命のギャンブル」だと痛感
する内容です。
　松戸ブロックでは今年度、センター
松戸とデポー新松戸で計４回上映会を
行いました。関心の高さから毎回参加

者は多く、展示会の土曜日開催は普段
活動に参加することが難しい方から観
られてよかったと好評でした。
　「子どもの健康被害には涙が出た。
家族・子どものためにも NON-GM
食品を選んでいきたい」「怖さを改め
て感じた。この現実をもっと多くの人
に知ってほしい」などの感想が多く、
用意したパネルや資料を見ながら組合
員同士意見交換できる機会となりまし
た。
　日本人は世界一遺伝子組み換え食品

を食べていると
いわれています
が、その問題性
に関する報道は
ほとんどありません。今後も映画上映
などの組合員活動を通じて情報を共有
し、私たちができることを一緒に考え
ていけたらと思います。
　　『遺伝子組み換えルーレット』上映
の希望は、お気軽にセンターまでお問
い合わせください。
　　　　　　　　   運営委員長　田端知江

　12 月 15 日、浦安市美浜公民館に
てビオサポマイスター大木由子さんに
よる野菜をたくさん使った「パーティ
料理をつくろう！」を開催しました。
一昨年クリスマス時期に開催したとこ
ろ大好評で再度開催のリクエストのも
と今回の企画となり、この日も組合員
16 人、員外 2 人とおおぜいの参加が
ありました。
　大木さんは、生活クラブの消費材と
市販品の違いや利用方法を詳しく説明。
例えば、子どもたちに人気の生活クラ

ブ消費材「みかんジュース」で鶏肉や
玉ねぎを煮込むと、さっぱりとした味
わいあるチキンソテーのできあがり！
盛り付けのアドバイスで、少し手間を
かけるだけで素敵なパーティー料理に
なりました。調理方法は簡単なのに、
野菜のおいしさがしっかりでた味わい
のある料理が完成！
　参加者からは、「いつも同じ調理で
同じ味になってしまうので消費材の上
手な利用方法が学べて参考になりまし
た」。

　大事につくられた消費材をどのよう
に調理し、私たちが口にするか、バラ
ンス良く上手な利用方法を学ぶ充実し
た時間でした。       運営委員　善塔晃子
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　私には原発大好き大賛成の夫がいま
す。どれ位好きかと言いますと、福島
の原発事故が起こった時に、当時幼児
だった子ども２人と、妊娠初期の私を
連れて「福島に行こう！」「４人で放
射能を吸えば、少しは放射能濃度が下
がる」と言い出す位です。呆然として
いる私には気づきもしません。それ以
降、原発反対と言おうものなら、「原
発に替わる代替案を提示しろ！電力不
足で、企業が工場を稼働できず、日本
の産業は衰退。日本が滅びてもいいん

だな！」と言うので、原発のことを夫
婦で話すことはできませんでした。
　電気の自由化が始まり、生活クラブ
エナジーに切り替えたかった私ですが、
夫は渋い顔でうんと言いません。天邪
鬼な夫ですので、焦りは禁物。じっく
り期が熟すのを待つことにしました。
　ある時、電気どうする？と声をかけ
ると、ネットで何度目かのシミュレー
ションを始めた夫。「よく分からん！」
と携帯電話を投げ出して、天井を仰い
でいます。（今だ！）「生活クラブエナ

ジーはどう？違約金はないし、原発
反対で、自然再生可能エネルギーだ
よ。私はそんな生活クラブを応援した
い。支えたい」と言うと、「いいんじゃ
ない？ただ原発反対と言ってるだけ
じゃなく、それに替わるエネルギーを
つくってるなら、良い」と。ただ、東
電よりも電気代が増えるのは NG と
言うので、節電して不便になるのを嫌
う夫が居ない時を狙って節電に努める
私です。                  運営委員　前田幸世

『遺伝子組み換えルーレット』上映会

ビオサポ的、野菜たっぷりパーティ料理

柏ブロック柏ブロック

松戸ブロック

柏ブロック柏ブロック

松戸ブロック

ベイブロック

＊ QR コードで各ブロックの Facebook へ！

電気の切り替え経緯
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　このところ、私は確かについていま
せんでした。不案内な地域で一時不停
止の切符を切られたり、階段を踏み外
して足を骨折したり。
　そんな私に「千葉ブロックコミュニ
ティ Xmas 会」の招待状が届きました。
ランチ付きの Xmas 会！参加費無料！
ハズレなしの抽選会！記念すべき 40
周年を迎えた生活クラブ千葉の、信じ
難い大盤振る舞いに惹かれ、メンバー
と参加を即決しました。
　12 月 8 日当日、会場の地域交流ス

ペース渚
なぎさ

を訪れると、そこには新しく
大変快適な空間が広がっていました。
千葉ブロックで活躍する 20 以上のコ
ミュニティが集まり、交流を深め、ス
タッフの皆さんがつくってくださっ
た消費材の Xmas ランチ。「おいしい
ねぇ」とみんながにっこりニコニコお
いしいねぇ星人です。生活クラブは
やっぱり最高！
　40 周年の記念消費材等が当たる大
抽選会は、大変な盛り上がりを見せ、
おのおのが嬉しいプレゼントを手に入

れることができました。そしてつい
てなかったはずの私も 40 周年記念の
素敵なストール「いつでもストール
from パキスタン」をゲットするとい
う幸運に恵まれたのです。
　コミュニティ Xmas 会に起きた生
活クラブミラクルでした。

コミュニティ / レッツ・ハンドメイド　
大きなかぶ　奧山冬子

　12 月 12 日、成田市公津の杜コミュ
ニティセンター（もりんぴあこうづ）で、
コミュ二ティカフェを開催しました。
参加者は 10 人でしたが、所属のコミュ
ニティの活動報告などをじっくり聞く
ことができました。お菓子とコーヒー
を飲みながら和やかな雰囲気のなか、

「どんなコミュニティがあるのか」「他
のコミュニティはどんなことをしてい
るのだろ」「私もこんな企画に参加し
てみたい」など盛り上がりました。
　また、参加以外のコミュニティの活

動も知ってもうよう、虹いろフェスタ
の際に掲示したコミュニティ紹介の用
紙も展示しました。
　活動紹介の後のお楽しみ企画は、コ
ミュニティ Happy Natural による「ク
ルミで作るピンクッション」。各自好
きな布を選び、綿を詰めて縫い、クル
ミの殻にリボンやビーズで飾り付けま
す。みんな真剣に、そして女子会のよ
うにワイワイと。個性的で可愛く素敵
なピンクッションができあがりました。
　その後は、お弁当を食べながら、今

後コミュニティ活動はどのようにした
らもっと良くなるか話し合ったり、生
活クラブ電気の話をしたりしました。
　今後もコミュニティカフェを定期的
に開催し、生活クラブのコミュニティ
活動の良さが更に広がり、組合員が楽
しめるものになっていけばと思います。
　　　  　　　　　　運営委員　松島 梢
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千葉ブロック ミラクル＠コミュニティXmas会

　12 月 12 日、センター市原にて映
画『うまれる』上映会を開催。NPO
法人はぐくみの杜を支える会主催の、
12 月 10 日君津市中央図書館会場と
連続日程で開催した相乗効果もあり、
こちらは 18 人が参加しました。その
後は茶話会へ。
　昔息子さんを自宅出産されたご夫
婦から、「あの時の感動が蘇った。小
中学生にも届けたい映画だ」。妊活中
という方は、「何度も見たがいつも心
に響く場面が違っていていい」。若い

ママたちも、「見て終りじゃなく、こ
んなコミュニケーションが取れる場
があって良かった」「食や環境にも興
味あるので他の企画にも参加したい」。
思春期中高生のママたちは、「今は難
しい年頃だけど、生まれて来たことが
奇跡だったと思い出す契機になった」
などなどの感想と今後の要望も寄せら
れました。
　映画のテーマ「命のバトン」のよう
に、人から人への「思いのバトン」
を受け渡しできる場を、今後も福祉

フォーラムでつくっていけたらと思う
一日でした。
　続編の『ずっといっしよ』上映会へ
の要望も多く、企画を予定しています。
　　　　　　　　   運営委員　西原和代

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

コミュニティカフェ

子育てサロン『うまれる』上映会
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止の切符を切られたり、階段を踏み外
して足を骨折したり。
　そんな私に「千葉ブロックコミュニ
ティ Xmas 会」の招待状が届きました。
ランチ付きの Xmas 会！参加費無料！
ハズレなしの抽選会！記念すべき 40
周年を迎えた生活クラブ千葉の、信じ
難い大盤振る舞いに惹かれ、メンバー
と参加を即決しました。
　12 月 8 日当日、会場の地域交流ス

ペース渚
なぎさ

を訪れると、そこには新しく
大変快適な空間が広がっていました。
千葉ブロックで活躍する 20 以上のコ
ミュニティが集まり、交流を深め、ス
タッフの皆さんがつくってくださっ
た消費材の Xmas ランチ。「おいしい
ねぇ」とみんながにっこりニコニコお
いしいねぇ星人です。生活クラブは
やっぱり最高！
　40 周年の記念消費材等が当たる大
抽選会は、大変な盛り上がりを見せ、
おのおのが嬉しいプレゼントを手に入

れることができました。そしてつい
てなかったはずの私も 40 周年記念の
素敵なストール「いつでもストール
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　また、参加以外のコミュニティの活

動も知ってもうよう、虹いろフェスタ
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紙も展示しました。
　活動紹介の後のお楽しみ企画は、コ
ミュニティ Happy Natural による「ク
ルミで作るピンクッション」。各自好
きな布を選び、綿を詰めて縫い、クル
ミの殻にリボンやビーズで飾り付けま
す。みんな真剣に、そして女子会のよ
うにワイワイと。個性的で可愛く素敵
なピンクッションができあがりました。
　その後は、お弁当を食べながら、今

後コミュニティ活動はどのようにした
らもっと良くなるか話し合ったり、生
活クラブ電気の話をしたりしました。
　今後もコミュニティカフェを定期的
に開催し、生活クラブのコミュニティ
活動の良さが更に広がり、組合員が楽
しめるものになっていけばと思います。
　　　  　　　　　　運営委員　松島 梢
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ブロック活動ファイル

千葉ブロック ミラクル＠コミュニティXmas会

　12 月 12 日、センター市原にて映
画『うまれる』上映会を開催。NPO
法人はぐくみの杜を支える会主催の、
12 月 10 日君津市中央図書館会場と
連続日程で開催した相乗効果もあり、
こちらは 18 人が参加しました。その
後は茶話会へ。
　昔息子さんを自宅出産されたご夫
婦から、「あの時の感動が蘇った。小
中学生にも届けたい映画だ」。妊活中
という方は、「何度も見たがいつも心
に響く場面が違っていていい」。若い

ママたちも、「見て終りじゃなく、こ
んなコミュニケーションが取れる場
があって良かった」「食や環境にも興
味あるので他の企画にも参加したい」。
思春期中高生のママたちは、「今は難
しい年頃だけど、生まれて来たことが
奇跡だったと思い出す契機になった」
などなどの感想と今後の要望も寄せら
れました。
　映画のテーマ「命のバトン」のよう
に、人から人への「思いのバトン」
を受け渡しできる場を、今後も福祉

フォーラムでつくっていけたらと思う
一日でした。
　続編の『ずっといっしよ』上映会へ
の要望も多く、企画を予定しています。
　　　　　　　　   運営委員　西原和代

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

コミュニティカフェ

子育てサロン『うまれる』上映会

1702⑧⑨B活動　2.indd   2 2017/01/19   10:27:05コル�2月号.indd   8 17/01/20   13:27

　この映画、もうご覧になりました
か？私たちの一番知りたい「遺伝子組
み換え作物が健康に与える具体的被
害」に焦点をあて、アメリカ政府機関
で関わっていた研究者、子どもの健康
被害に直面した親、医療関係などの証
言から構成され、遺伝子組み換え作物
は正に「生命のギャンブル」だと痛感
する内容です。
　松戸ブロックでは今年度、センター
松戸とデポー新松戸で計４回上映会を
行いました。関心の高さから毎回参加

者は多く、展示会の土曜日開催は普段
活動に参加することが難しい方から観
られてよかったと好評でした。
　「子どもの健康被害には涙が出た。
家族・子どものためにも NON-GM
食品を選んでいきたい」「怖さを改め
て感じた。この現実をもっと多くの人
に知ってほしい」などの感想が多く、
用意したパネルや資料を見ながら組合
員同士意見交換できる機会となりまし
た。
　日本人は世界一遺伝子組み換え食品

を食べていると
いわれています
が、その問題性
に関する報道は
ほとんどありません。今後も映画上映
などの組合員活動を通じて情報を共有
し、私たちができることを一緒に考え
ていけたらと思います。
　　『遺伝子組み換えルーレット』上映
の希望は、お気軽にセンターまでお問
い合わせください。
　　　　　　　　   運営委員長　田端知江

　12 月 15 日、浦安市美浜公民館に
てビオサポマイスター大木由子さんに
よる野菜をたくさん使った「パーティ
料理をつくろう！」を開催しました。
一昨年クリスマス時期に開催したとこ
ろ大好評で再度開催のリクエストのも
と今回の企画となり、この日も組合員
16 人、員外 2 人とおおぜいの参加が
ありました。
　大木さんは、生活クラブの消費材と
市販品の違いや利用方法を詳しく説明。
例えば、子どもたちに人気の生活クラ

ブ消費材「みかんジュース」で鶏肉や
玉ねぎを煮込むと、さっぱりとした味
わいあるチキンソテーのできあがり！
盛り付けのアドバイスで、少し手間を
かけるだけで素敵なパーティー料理に
なりました。調理方法は簡単なのに、
野菜のおいしさがしっかりでた味わい
のある料理が完成！
　参加者からは、「いつも同じ調理で
同じ味になってしまうので消費材の上
手な利用方法が学べて参考になりまし
た」。

　大事につくられた消費材をどのよう
に調理し、私たちが口にするか、バラ
ンス良く上手な利用方法を学ぶ充実し
た時間でした。       運営委員　善塔晃子
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ブロック活動ファイル

　私には原発大好き大賛成の夫がいま
す。どれ位好きかと言いますと、福島
の原発事故が起こった時に、当時幼児
だった子ども２人と、妊娠初期の私を
連れて「福島に行こう！」「４人で放
射能を吸えば、少しは放射能濃度が下
がる」と言い出す位です。呆然として
いる私には気づきもしません。それ以
降、原発反対と言おうものなら、「原
発に替わる代替案を提示しろ！電力不
足で、企業が工場を稼働できず、日本
の産業は衰退。日本が滅びてもいいん

だな！」と言うので、原発のことを夫
婦で話すことはできませんでした。
　電気の自由化が始まり、生活クラブ
エナジーに切り替えたかった私ですが、
夫は渋い顔でうんと言いません。天邪
鬼な夫ですので、焦りは禁物。じっく
り期が熟すのを待つことにしました。
　ある時、電気どうする？と声をかけ
ると、ネットで何度目かのシミュレー
ションを始めた夫。「よく分からん！」
と携帯電話を投げ出して、天井を仰い
でいます。（今だ！）「生活クラブエナ

ジーはどう？違約金はないし、原発
反対で、自然再生可能エネルギーだ
よ。私はそんな生活クラブを応援した
い。支えたい」と言うと、「いいんじゃ
ない？ただ原発反対と言ってるだけ
じゃなく、それに替わるエネルギーを
つくってるなら、良い」と。ただ、東
電よりも電気代が増えるのは NG と
言うので、節電して不便になるのを嫌
う夫が居ない時を狙って節電に努める
私です。                  運営委員　前田幸世

『遺伝子組み換えルーレット』上映会

ビオサポ的、野菜たっぷりパーティ料理

柏ブロック柏ブロック

松戸ブロック

柏ブロック柏ブロック

松戸ブロック

ベイブロック

＊ QR コードで各ブロックの Facebook へ！

電気の切り替え経緯
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　このところ、私は確かについていま
せんでした。不案内な地域で一時不停
止の切符を切られたり、階段を踏み外
して足を骨折したり。
　そんな私に「千葉ブロックコミュニ
ティ Xmas 会」の招待状が届きました。
ランチ付きの Xmas 会！参加費無料！
ハズレなしの抽選会！記念すべき 40
周年を迎えた生活クラブ千葉の、信じ
難い大盤振る舞いに惹かれ、メンバー
と参加を即決しました。
　12 月 8 日当日、会場の地域交流ス

ペース渚
なぎさ

を訪れると、そこには新しく
大変快適な空間が広がっていました。
千葉ブロックで活躍する 20 以上のコ
ミュニティが集まり、交流を深め、ス
タッフの皆さんがつくってくださっ
た消費材の Xmas ランチ。「おいしい
ねぇ」とみんながにっこりニコニコお
いしいねぇ星人です。生活クラブは
やっぱり最高！
　40 周年の記念消費材等が当たる大
抽選会は、大変な盛り上がりを見せ、
おのおのが嬉しいプレゼントを手に入

れることができました。そしてつい
てなかったはずの私も 40 周年記念の
素敵なストール「いつでもストール
from パキスタン」をゲットするとい
う幸運に恵まれたのです。
　コミュニティ Xmas 会に起きた生
活クラブミラクルでした。

コミュニティ / レッツ・ハンドメイド　
大きなかぶ　奧山冬子

　12 月 12 日、成田市公津の杜コミュ
ニティセンター（もりんぴあこうづ）で、
コミュ二ティカフェを開催しました。
参加者は 10 人でしたが、所属のコミュ
ニティの活動報告などをじっくり聞く
ことができました。お菓子とコーヒー
を飲みながら和やかな雰囲気のなか、

「どんなコミュニティがあるのか」「他
のコミュニティはどんなことをしてい
るのだろ」「私もこんな企画に参加し
てみたい」など盛り上がりました。
　また、参加以外のコミュニティの活

動も知ってもうよう、虹いろフェスタ
の際に掲示したコミュニティ紹介の用
紙も展示しました。
　活動紹介の後のお楽しみ企画は、コ
ミュニティ Happy Natural による「ク
ルミで作るピンクッション」。各自好
きな布を選び、綿を詰めて縫い、クル
ミの殻にリボンやビーズで飾り付けま
す。みんな真剣に、そして女子会のよ
うにワイワイと。個性的で可愛く素敵
なピンクッションができあがりました。
　その後は、お弁当を食べながら、今

後コミュニティ活動はどのようにした
らもっと良くなるか話し合ったり、生
活クラブ電気の話をしたりしました。
　今後もコミュニティカフェを定期的
に開催し、生活クラブのコミュニティ
活動の良さが更に広がり、組合員が楽
しめるものになっていけばと思います。
　　　  　　　　　　運営委員　松島 梢
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ブロック活動ファイル

千葉ブロック ミラクル＠コミュニティXmas会

　12 月 12 日、センター市原にて映
画『うまれる』上映会を開催。NPO
法人はぐくみの杜を支える会主催の、
12 月 10 日君津市中央図書館会場と
連続日程で開催した相乗効果もあり、
こちらは 18 人が参加しました。その
後は茶話会へ。
　昔息子さんを自宅出産されたご夫
婦から、「あの時の感動が蘇った。小
中学生にも届けたい映画だ」。妊活中
という方は、「何度も見たがいつも心
に響く場面が違っていていい」。若い

ママたちも、「見て終りじゃなく、こ
んなコミュニケーションが取れる場
があって良かった」「食や環境にも興
味あるので他の企画にも参加したい」。
思春期中高生のママたちは、「今は難
しい年頃だけど、生まれて来たことが
奇跡だったと思い出す契機になった」
などなどの感想と今後の要望も寄せら
れました。
　映画のテーマ「命のバトン」のよう
に、人から人への「思いのバトン」
を受け渡しできる場を、今後も福祉

フォーラムでつくっていけたらと思う
一日でした。
　続編の『ずっといっしよ』上映会へ
の要望も多く、企画を予定しています。
　　　　　　　　   運営委員　西原和代

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

コミュニティカフェ

子育てサロン『うまれる』上映会
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「生活クラブ風の村作
さ く さ べ
草部」4月 1日オープン！

生活クラブ千葉グループは、県内の生活クラブ関連９団体の

総合力で地域社会をより住みよく暮らしやすくするために社

会問題の解決とコミュニティの再生に寄与します。

生活クラブ風の村

　あなたの尊厳を守ります。

　【事業本部】佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル４階

　  tel：043-309-5811　fax：043-460-8844
　  http://www.kazenomura.jp/　　
      e-mail: info@kazenomura.jp 

　2017 年 4月 1日に、千葉市稲毛区作草部に「生活
クラブ風の村作草部」がオープンします。これまで生
活クラブ風の村ではさまざまな介護保険サービスを提
供してきましたが、今回初めて「認知症グループホー
ム」に取り組みます。長年培ってきた高齢者・認知症
介護の技術を活かし、できる限り最期まで住み続けて
いただけるように支援していきます。

　その他にも、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願
う高齢者を支援するための介護保険サービス、重度の
重複障がいをもつ児童を支援するための通所サービス
など、計 4事業を行います。
　開設まであと約 2ヵ月、建物の外観はほぼできあ
がっており、私たちも開設が待ち遠しいです。開設後
は、ぜひお立ち寄りいただけますと幸いです。

　　　　ジャズ演奏事 業 放課後等デイサービス グループホーム 厨房（調理員・栄養士）

資 格
①児童指導員、保育士、社会福祉士、
　精神保健福祉士　　※運転免許必須
②看護師、理学療法士、作業療法士等

介護福祉士、
ヘルパー 2 級、
初任者研修等

栄養士、管理栄養士
調理師（無資格可）

時 間
放課後利用  13：30 ～ 19：00
終日利用　  08：30 ～ 17：45

早番　07：00 ～ 16：00
日勤　09：00 ～ 18：00 
遅番　12：00 ～ 21：00 
夜勤　21：00 ～ 07：00
                     （休憩 2h 有）

栄養士　09：00 ～ 18：00（予定）

調理員   早番　05：30 ～ 12：30
　　　   日番　09：00 ～ 16：00　
　　　   遅番　13：00 ～ 20：00

時 給 ① 970 円～　　② 1600 円～
970 円～
※深夜時給は別途設定

970 円～

備 考
土祝は時給 +50 円、日は +100 円、年末年始は +200 円、資格手当は資格に応じて +30 ～ 100 円
交通費支給

　　生活クラブ風の村作草部　   　 　住所：千葉市稲毛区作草部 1-903-2　                         　　　　　　　　
　　　　　　　開設準備室（生活クラブ風の村いなげ内）tel：043-309-0930（担当：石井・水落）

求人情報 働く仲間を大募集！ 求人に関する問合せ　人事部  tel ：043-460-8333（担当：仙田・木富）

グループホーム
認知症をお持ちの高齢者の住まいを提供し、生活を支援します。
千葉市に住民票をお持ちの要支援 2 以上の方が対象（定員 18 人）

小規模多機能型居宅介護
通い、泊まり、訪問を 1 つの事業所で行う事業

「生活クラブ風の村小規模多機能ハウスひなたぼっこ」を移転します。
（登録 29 人、通い定員 18 人、泊まり定員 9 人）

デイサービスセンター
高齢者のための通所サービス（定員 30 人）

「生活クラブ風の村デイサービスセンター光」を移転します。

放課後等デイサービス 重度の重複障がいをお持ちの児童のための通所サービスです。（定員 5 人予定）

ご
利
用
者
募
集
中
で
す
！
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ＮＰＯクラブ

　市民のチカラをあつめる、つなぐ、広げる。

　【住所】千葉市美浜区真砂 5-21-12
　 tel：043-303-1688　fax：043-303-1689　
　http://npoclub.com/
　 e-mail: npo-club@par.odn.ne.jp

（NPO）ちば市民活動・市民事業
サポートクラブ
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生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

VAIC-CCI

　だれもが自分らしく安心して暮らせる地域に。

　【事業本部】千葉市稲毛区園生町 1107-7
　tel：043-290-8015　fax：043-290-8016　
　http://www.vaic-cci.jp/     
　e-mail: info@vaic-cci.jp 　　　　　　(NPO) ＶＡＩＣコミュニティケア研究所

私たちは、暮らしやすい地域づくりの
ために、ボランティア・子育て・障が
い者・地域交流の支援、生活支援など、
さまざまな事業に取り組んでいます。
私たちは、一人ひとりの暮らしを大切
にしています。

東日本大震災　被災地支援　震災から6年…
　　　もう一度振り返り、私たちにできることを考えましょう！

貸農園の参加者を募集しています……

歴史の中の里山とローカル鉄道
－景観まちづくりフォーラム2016－

子どもの今と未来を支える基金
（活動支援）2016 年度助成団体募集

子どもを取り巻くさまざまな課題、特に
貧困、虐待、孤立の実態に向き合い、解
決に取り組む活動に助成します。

受付期間：2月6日（月）～22日（水）必着
募集総額：60 万円（1 団体上限 20 万円）
問合せ：公益財団法人
　　　　ちばのＷＡ地域づくり基金　　
　http：//chibanowafund.org/
　tel ＆ fax：043-270-4640　
　e-mail：info@chibanowafund.org

鉄道から見える里山には、歴史ある古道が
たくさんあります。落葉を踏みしめながら
散策し、歴史や文化を保全する地域の皆さ
んの活動について意見交換をしませんか。
日時：2 月 11 日（土）9：15 ～ 15：45
集合場所：
　　　市原市立内田小学校（車の方）
　　　小湊鐵道上総牛久駅（列車の方）
参加費：500 円（昼食ジビエカレー代）
定員：100 人（申込先着順）
主催：景観まちづくり千葉協議会、千葉県
後援：市原市、小湊鐵道株式会社
申込み：NPO クラブ（協議会事務局団体）

　　空が広い！土がフカフカ！
　　　　　　風の村ファーム　

八街市で有機農業に取り組んでいる下
田英夫さん（立野園芸出荷組合）の畑
を貸し出します。肥料などは実費。
道具類は借りられます。家族で、友人
同士で、作物を育てる喜びを味わいま
せんか。詳細は NPO クラブまで。

期間：（1 年契約）
 2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日
場所：八街市八街ロ 下田さんの畑
料金：1 区画 10 坪 11,000 円

VAIC-CCI の活動を振り返りながら、被災地・被災者の現状
を知り、私たちにできることを考える機会を設けたいと思い
ます。
  ・現地から「牛」を 142 頭連れて避難してきた酪農家
  ・千葉県に避難している人たちの支援を行っている福島県  
　  の行政担当者
をお迎えして、現地の写真を交えて、当時のようす、現在の状
況などをうかがいます。みなさまの参加をお待ちしています！
  日時：2 月 8 日（水）10：00 ～ 12：00
  場所：いなげビレッジ虹と風　地域交流スペース虹
  参加費：500 円（試食あり）　　　　
  申込み：VAIC コミュニティケア研究所（担当：平川）
   tel：043-290-8015   e-mail：n.hirakawa ＠ vaic-cci.jp

　2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分、日本周辺における
観測史上最大の東日本大震災が発生しました。地震に伴っ
て発生した津波、そして被害をさらに大きくした福島第
一原子力発電所事故が起こりました。地域の復興は進み
つつありますが、原発事故の問題はまだまだ先が見えな
い状態です。
　VAIC-CCI では以前から繫がりの
あった福島県いわき市小名浜の NPO
団体と連携し、2012 年から現地視察、
ボランティア活動、コットンプロジェ
クト（NPO 団体が中心に進めている
和綿を使った地域産業のプロジェク
ト）への参加などを行ってきました。
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（10）コルザ 2017 年 2 月号 No.379

「生活クラブ風の村作
さ く さ べ
草部」4月 1日オープン！

生活クラブ千葉グループは、県内の生活クラブ関連９団体の

総合力で地域社会をより住みよく暮らしやすくするために社

会問題の解決とコミュニティの再生に寄与します。

生活クラブ風の村

　あなたの尊厳を守ります。

　【事業本部】佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル４階

　  tel：043-309-5811　fax：043-460-8844
　  http://www.kazenomura.jp/　　
      e-mail: info@kazenomura.jp 

　2017 年 4月 1日に、千葉市稲毛区作草部に「生活
クラブ風の村作草部」がオープンします。これまで生
活クラブ風の村ではさまざまな介護保険サービスを提
供してきましたが、今回初めて「認知症グループホー
ム」に取り組みます。長年培ってきた高齢者・認知症
介護の技術を活かし、できる限り最期まで住み続けて
いただけるように支援していきます。

　その他にも、住み慣れた地域で暮らし続けたいと願
う高齢者を支援するための介護保険サービス、重度の
重複障がいをもつ児童を支援するための通所サービス
など、計 4事業を行います。
　開設まであと約 2ヵ月、建物の外観はほぼできあ
がっており、私たちも開設が待ち遠しいです。開設後
は、ぜひお立ち寄りいただけますと幸いです。

　　　　ジャズ演奏事 業 放課後等デイサービス グループホーム 厨房（調理員・栄養士）

資 格
①児童指導員、保育士、社会福祉士、
　精神保健福祉士　　※運転免許必須
②看護師、理学療法士、作業療法士等

介護福祉士、
ヘルパー 2 級、
初任者研修等

栄養士、管理栄養士
調理師（無資格可）

時 間
放課後利用  13：30 ～ 19：00
終日利用　  08：30 ～ 17：45

早番　07：00 ～ 16：00
日勤　09：00 ～ 18：00 
遅番　12：00 ～ 21：00 
夜勤　21：00 ～ 07：00
                     （休憩 2h 有）

栄養士　09：00 ～ 18：00（予定）

調理員   早番　05：30 ～ 12：30
　　　   日番　09：00 ～ 16：00　
　　　   遅番　13：00 ～ 20：00

時 給 ① 970 円～　　② 1600 円～
970 円～
※深夜時給は別途設定

970 円～

備 考
土祝は時給 +50 円、日は +100 円、年末年始は +200 円、資格手当は資格に応じて +30 ～ 100 円
交通費支給

　　生活クラブ風の村作草部　   　 　住所：千葉市稲毛区作草部 1-903-2　                         　　　　　　　　
　　　　　　　開設準備室（生活クラブ風の村いなげ内）tel：043-309-0930（担当：石井・水落）

求人情報 働く仲間を大募集！ 求人に関する問合せ　人事部  tel ：043-460-8333（担当：仙田・木富）

グループホーム
認知症をお持ちの高齢者の住まいを提供し、生活を支援します。
千葉市に住民票をお持ちの要支援 2 以上の方が対象（定員 18 人）

小規模多機能型居宅介護
通い、泊まり、訪問を 1 つの事業所で行う事業

「生活クラブ風の村小規模多機能ハウスひなたぼっこ」を移転します。
（登録 29 人、通い定員 18 人、泊まり定員 9 人）

デイサービスセンター
高齢者のための通所サービス（定員 30 人）

「生活クラブ風の村デイサービスセンター光」を移転します。

放課後等デイサービス 重度の重複障がいをお持ちの児童のための通所サービスです。（定員 5 人予定）

ご
利
用
者
募
集
中
で
す
！
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ＮＰＯクラブ

　市民のチカラをあつめる、つなぐ、広げる。

　【住所】千葉市美浜区真砂 5-21-12
　 tel：043-303-1688　fax：043-303-1689　
　http://npoclub.com/
　 e-mail: npo-club@par.odn.ne.jp

（NPO）ちば市民活動・市民事業
サポートクラブ

コルザ 2017 年 2 月号 No.379（11）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

VAIC-CCI

　だれもが自分らしく安心して暮らせる地域に。

　【事業本部】千葉市稲毛区園生町 1107-7
　tel：043-290-8015　fax：043-290-8016　
　http://www.vaic-cci.jp/     
　e-mail: info@vaic-cci.jp 　　　　　　(NPO) ＶＡＩＣコミュニティケア研究所

私たちは、暮らしやすい地域づくりの
ために、ボランティア・子育て・障が
い者・地域交流の支援、生活支援など、
さまざまな事業に取り組んでいます。
私たちは、一人ひとりの暮らしを大切
にしています。

東日本大震災　被災地支援　震災から6年…
　　　もう一度振り返り、私たちにできることを考えましょう！

貸農園の参加者を募集しています……

歴史の中の里山とローカル鉄道
－景観まちづくりフォーラム2016－

子どもの今と未来を支える基金
（活動支援）2016 年度助成団体募集

子どもを取り巻くさまざまな課題、特に
貧困、虐待、孤立の実態に向き合い、解
決に取り組む活動に助成します。

受付期間：2月6日（月）～22日（水）必着
募集総額：60 万円（1 団体上限 20 万円）
問合せ：公益財団法人
　　　　ちばのＷＡ地域づくり基金　　
　http：//chibanowafund.org/
　tel ＆ fax：043-270-4640　
　e-mail：info@chibanowafund.org

鉄道から見える里山には、歴史ある古道が
たくさんあります。落葉を踏みしめながら
散策し、歴史や文化を保全する地域の皆さ
んの活動について意見交換をしませんか。
日時：2 月 11 日（土）9：15 ～ 15：45
集合場所：
　　　市原市立内田小学校（車の方）
　　　小湊鐵道上総牛久駅（列車の方）
参加費：500 円（昼食ジビエカレー代）
定員：100 人（申込先着順）
主催：景観まちづくり千葉協議会、千葉県
後援：市原市、小湊鐵道株式会社
申込み：NPO クラブ（協議会事務局団体）

　　空が広い！土がフカフカ！
　　　　　　風の村ファーム　

八街市で有機農業に取り組んでいる下
田英夫さん（立野園芸出荷組合）の畑
を貸し出します。肥料などは実費。
道具類は借りられます。家族で、友人
同士で、作物を育てる喜びを味わいま
せんか。詳細は NPO クラブまで。

期間：（1 年契約）
 2017 年 4 月 1 日～ 2018 年 3 月 31 日
場所：八街市八街ロ 下田さんの畑
料金：1 区画 10 坪 11,000 円

VAIC-CCI の活動を振り返りながら、被災地・被災者の現状
を知り、私たちにできることを考える機会を設けたいと思い
ます。
  ・現地から「牛」を 142 頭連れて避難してきた酪農家
  ・千葉県に避難している人たちの支援を行っている福島県  
　  の行政担当者
をお迎えして、現地の写真を交えて、当時のようす、現在の状
況などをうかがいます。みなさまの参加をお待ちしています！
  日時：2 月 8 日（水）10：00 ～ 12：00
  場所：いなげビレッジ虹と風　地域交流スペース虹
  参加費：500 円（試食あり）　　　　
  申込み：VAIC コミュニティケア研究所（担当：平川）
   tel：043-290-8015   e-mail：n.hirakawa ＠ vaic-cci.jp

　2011 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分、日本周辺における
観測史上最大の東日本大震災が発生しました。地震に伴っ
て発生した津波、そして被害をさらに大きくした福島第
一原子力発電所事故が起こりました。地域の復興は進み
つつありますが、原発事故の問題はまだまだ先が見えな
い状態です。
　VAIC-CCI では以前から繫がりの
あった福島県いわき市小名浜の NPO
団体と連携し、2012 年から現地視察、
ボランティア活動、コットンプロジェ
クト（NPO 団体が中心に進めている
和綿を使った地域産業のプロジェク
ト）への参加などを行ってきました。
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あった福島県いわき市小名浜の NPO
団体と連携し、2012 年から現地視察、
ボランティア活動、コットンプロジェ
クト（NPO 団体が中心に進めている
和綿を使った地域産業のプロジェク
ト）への参加などを行ってきました。
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せっけんの街シンボルマーク募集せっけんの街

　生まれてくる新しい生命のために。

　【本部】柏市小青田 29-2
　tel：04-7134-0463　fax：04-7134-7468
　http://www.sekkennomachi.org
    e-mail: info@sekkennomachi.org　 （NPO）せっけんの街

　

（12）コルザ 2017 年２月号 No.379

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

みなさん !!　メッシーちゃん

　ワーカーズ・コレクティブの食事業は、県内 12 事業所で展開されています。

Ｗ . Ｃｏ連合会

　ワーカーズ・コレクティブで暮らしをデザイン
　
　【住所】柏市十余二 380-97
　tel ＆ fax：04-7134-0072
　http://www.ac.auone-net.jp/~r11/wco.html  
　e-mail: wcochiba@s2.dion.ne.jp

（NPO）ワーカーズコレクティブ
千葉県連合会

ワーカーズコレクティブ千葉県連合会

　生活クラブの安心安全な消費材を原料として、おい
しい食事提案や環境保全に繋げる意志を持って、また
高齢者や障がい者が地域のなかで安心して暮らしてい
けるサポート事業と位置付け、惣菜・弁当、レストラ
ン、幼稚園給食、高齢者施設厨房などを行っています。
　そんなワーコレが、食べ物の命と大切に育ててくれ
た生産者の思いを、私たちが心をこめてつくったおい
しい食事で多くの人に伝えたい。それが次世代にも繫
がって欲しい…との思いを新たに 2013 年、「いのち
をつなぐおいしい食事」のキャッチコピーとゆるキャ
ラ「メッシーちゃん」を生み出しました。

　「作り手確かな安心素材」「そのひと手間を大切に」
「ずっと伝えたい味」がメッシーちゃんで届けたいワー
コレの食のテーマです。

せっけんの街の活動で使用する

シンボルマークを募集！

せっけん生活や水環境をテーマ
に、せっけんの街の活動主旨に
そったデザインを求めます。

受付：メール、郵送、fax、持参
サイズ：Ａ４( 用紙に収まる大きさ )
締め切り：３月 31 日必着
副賞：せっけんの街製品セット
応募作品のなかから
せっけんの街大賞、手賀沼ブロッ
ク賞 / 印旛沼ブロック賞を選び、
５月 27 日の総会で受賞式を行い
ます。
＊その他詳細はＨＰをご覧ください。

日本水大賞市民活動賞＆
印旛沼・流域再生大賞受賞記念

せっけんの街 受賞記念講演

１００年後の水を守る

水ジャーナリストの 橋本淳司さんを
招き、お話しして頂きます。

日時：５月 27 日　時間未定
場所：佐倉市内を予定

＊詳細が決まりましたらＨＰ、ブログ、
フェイスブックでお知らせいたします。

会員募集

せっけんの街の活動は会費
（3,000円／年）とせっけんや
環境関連商品の売上により賄
われています。
生活クラブの組合員の皆さん
は共同購入代金と一緒に引き
落とすことができます（250
円／月）。

＊詳しくはせっけんの街本部・
藪腰までお問い合わせください。

    を覚えて
　　いただき
　　　ましたか？  

季節や行事にあわせ　各事業所でイベントも企画
　雛祭りには　「ひなちらし寿司」がデポーや店頭に並び

ます。合わせ酢や五目寿司の素など

も市販されていますが、安全な素材

から全て手作りしているワーカーズ

の「ひなちらし寿司」をぜひご利用

ください。
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UWN ちば

　誰もがはたらきやすい社会をめざして。

　【住所】千葉市中央区中央 3-9-9 エレル千葉中央 304
　tel： 043-306-2564 　fax：043-306-2574　　　　
　http:///www.facebook.com/uwnchiba    
    e-mail: info@uwnchiba.net

（NPO）ユニバーサル就労
　　　  ネットワークちば

　　 

コルザ 2017 年 2 月号№ 379（13）

就労体験・就活の交通費等を給付するファンドを設立

　働きづらさを抱える方の就労支援をする私たちのも
とへは、就労ブランクが 10年以上、就職活動に失敗
して以来ひきこもっていて就労経験がないなど、さま
ざまな事情の方が相談にやってきます。相談者の多く
に共通するのは、人との交流があまりないため社会的
に孤立していること、経済的に困窮していること、「働
きたいけれどどうしたらいいかわからない」という無
力感を抱えているところです。
　たとえば、あなたが突然失業してしまったとします。
そんなとき私たちはまず自分が既に持っているものを
頼るのではないでしょうか。それは「しばらく貯金を
切り崩して就職活動をする」かもしれませんし、「実
家に居候させてもらう」「悩みや不安を友達に聞いて
もらう」「前の職場の人に仕事を紹介してもらう」な
どかもしれません。しかし、相談者の多くはそうした
繫がりや貯えを持っていないもしくは失っており、自
力で困窮状態から抜け出すことが難しい状況にありま
す。
　私たちはそんな働きづらさを抱える相談者へ「職場
実践型」の支援をしています。早い段階から企業等で
「就労体験」を行い、働くイメージを掴むと共に、人
との関わりを増やす過程で自己肯定感を回復し、興味
関心や意欲を引き出すきっかけとしています。　
　昨年度からは千葉市・松戸市から生活困窮者自立支
援事業の就労準備支援事業を委託されていますが、就
労体験や相談に通う交通費、その後の就職活動にかか
る個人経費は事業費から捻出できず、原則自己負担に
なっています。そのため、困窮状態にある方には就労
体験への参加を提案できず、30％の方にしか就労体
験を実施できていません。相談者のニーズも支援メ
ニューもあるなか、あと少しのお金がなくて支援の届
かない人がいます。
　このジレンマを解消するため、就労体験や相談に来
るための交通費、就職活動のための交通費やスーツ購
入費、初任給が出るまでの通勤費を給付できる「チャ
ンス創造ファンド」を設立することとしました。今年

度にしくみづくりとスタート資金集めを行い、2017
年春からスタートする予定です。相談者の住んでい
るところによっては、電車とバスを乗り継いで往復
1,000 円以上かかる場所へトレーニングに通うことも
あるため、一人あたり最大で 149,000 円の給付がで
きるように計画しています。
　「働く」ことは相談者自身の生活の自立に繫がるだ
けでなく、社会全体の支えを強化することにも繫がり
ます。満額を給付し、十分なトレーニングをして年収
250 万円の仕事に就いたAさんがいるとします。そ
れまで社会に支えられていたAさんは、継続して働
くことで毎年約 48万円の税金を納められるようにな
ります。なにより、Aさん自身が経済的に自立し、自
分で生活を組み立てることができるようになります。
　このように、まだなんとか生活が成り立っているう
ちにあと一押しの必要経費を給付できれば、最小限
の投資で社会の支え手を増やすことが可能だと考え
ています。OECDの国際比較では、「家族以外との交
流がない人」の割合が 20カ国中最も高い日本。相対
的貧困率も 16.1％（厚生労働省「国民生活基礎調査」
2012）と 6人に 1人が貧困ラインを下回っています。
今後、さらに少子高齢化が予測される日本社会におい
て、誰もが働きやすい社会をつくり、「働きたいけれ
ど働きづらさを抱えている人」の一歩を後押しするし
くみを広げていくことは必要不可欠になってきていま
す。若者の未来と私たちの生活のためにぜひ、この問
題について知り、考えていただけたら幸いです。

（文責　吉川萌）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

ご寄付について
　1口 1,000 円からご協力をお待ちしております。
　
　＜振込先＞　ゆうちょ銀行
　　口座番号：00140-4-587728
　　口座名義：ﾄｸﾋ）ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｭｳﾛｳﾈｯﾄﾜｰｸﾁﾊﾞ

就労体験のようす
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せっけんの街シンボルマーク募集せっけんの街

　生まれてくる新しい生命のために。

　【本部】柏市小青田 29-2
　tel：04-7134-0463　fax：04-7134-7468
　http://www.sekkennomachi.org
    e-mail: info@sekkennomachi.org　 （NPO）せっけんの街

　

（12）コルザ 2017 年２月号 No.379

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

みなさん !!　メッシーちゃん

　ワーカーズ・コレクティブの食事業は、県内 12 事業所で展開されています。

Ｗ . Ｃｏ連合会

　ワーカーズ・コレクティブで暮らしをデザイン
　
　【住所】柏市十余二 380-97
　tel ＆ fax：04-7134-0072
　http://www.ac.auone-net.jp/~r11/wco.html  
　e-mail: wcochiba@s2.dion.ne.jp

（NPO）ワーカーズコレクティブ
千葉県連合会

ワーカーズコレクティブ千葉県連合会

　生活クラブの安心安全な消費材を原料として、おい
しい食事提案や環境保全に繋げる意志を持って、また
高齢者や障がい者が地域のなかで安心して暮らしてい
けるサポート事業と位置付け、惣菜・弁当、レストラ
ン、幼稚園給食、高齢者施設厨房などを行っています。
　そんなワーコレが、食べ物の命と大切に育ててくれ
た生産者の思いを、私たちが心をこめてつくったおい
しい食事で多くの人に伝えたい。それが次世代にも繫
がって欲しい…との思いを新たに 2013 年、「いのち
をつなぐおいしい食事」のキャッチコピーとゆるキャ
ラ「メッシーちゃん」を生み出しました。

　「作り手確かな安心素材」「そのひと手間を大切に」
「ずっと伝えたい味」がメッシーちゃんで届けたいワー
コレの食のテーマです。

せっけんの街の活動で使用する

シンボルマークを募集！

せっけん生活や水環境をテーマ
に、せっけんの街の活動主旨に
そったデザインを求めます。

受付：メール、郵送、fax、持参
サイズ：Ａ４( 用紙に収まる大きさ )
締め切り：３月 31 日必着
副賞：せっけんの街製品セット
応募作品のなかから
せっけんの街大賞、手賀沼ブロッ
ク賞 / 印旛沼ブロック賞を選び、
５月 27 日の総会で受賞式を行い
ます。
＊その他詳細はＨＰをご覧ください。

日本水大賞市民活動賞＆
印旛沼・流域再生大賞受賞記念

せっけんの街 受賞記念講演

１００年後の水を守る

水ジャーナリストの 橋本淳司さんを
招き、お話しして頂きます。

日時：５月 27 日　時間未定
場所：佐倉市内を予定

＊詳細が決まりましたらＨＰ、ブログ、
フェイスブックでお知らせいたします。

会員募集

せっけんの街の活動は会費
（3,000円／年）とせっけんや
環境関連商品の売上により賄
われています。
生活クラブの組合員の皆さん
は共同購入代金と一緒に引き
落とすことができます（250
円／月）。

＊詳しくはせっけんの街本部・
藪腰までお問い合わせください。

    を覚えて
　　いただき
　　　ましたか？  

季節や行事にあわせ　各事業所でイベントも企画
　雛祭りには　「ひなちらし寿司」がデポーや店頭に並び

ます。合わせ酢や五目寿司の素など

も市販されていますが、安全な素材

から全て手作りしているワーカーズ

の「ひなちらし寿司」をぜひご利用

ください。
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UWN ちば

　誰もがはたらきやすい社会をめざして。

　【住所】千葉市中央区中央 3-9-9 エレル千葉中央 304
　tel： 043-306-2564 　fax：043-306-2574　　　　
　http:///www.facebook.com/uwnchiba    
    e-mail: info@uwnchiba.net

（NPO）ユニバーサル就労
　　　  ネットワークちば

　　 

コルザ 2017 年 2 月号№ 379（13）

就労体験・就活の交通費等を給付するファンドを設立

　働きづらさを抱える方の就労支援をする私たちのも
とへは、就労ブランクが 10年以上、就職活動に失敗
して以来ひきこもっていて就労経験がないなど、さま
ざまな事情の方が相談にやってきます。相談者の多く
に共通するのは、人との交流があまりないため社会的
に孤立していること、経済的に困窮していること、「働
きたいけれどどうしたらいいかわからない」という無
力感を抱えているところです。
　たとえば、あなたが突然失業してしまったとします。
そんなとき私たちはまず自分が既に持っているものを
頼るのではないでしょうか。それは「しばらく貯金を
切り崩して就職活動をする」かもしれませんし、「実
家に居候させてもらう」「悩みや不安を友達に聞いて
もらう」「前の職場の人に仕事を紹介してもらう」な
どかもしれません。しかし、相談者の多くはそうした
繫がりや貯えを持っていないもしくは失っており、自
力で困窮状態から抜け出すことが難しい状況にありま
す。
　私たちはそんな働きづらさを抱える相談者へ「職場
実践型」の支援をしています。早い段階から企業等で
「就労体験」を行い、働くイメージを掴むと共に、人
との関わりを増やす過程で自己肯定感を回復し、興味
関心や意欲を引き出すきっかけとしています。　
　昨年度からは千葉市・松戸市から生活困窮者自立支
援事業の就労準備支援事業を委託されていますが、就
労体験や相談に通う交通費、その後の就職活動にかか
る個人経費は事業費から捻出できず、原則自己負担に
なっています。そのため、困窮状態にある方には就労
体験への参加を提案できず、30％の方にしか就労体
験を実施できていません。相談者のニーズも支援メ
ニューもあるなか、あと少しのお金がなくて支援の届
かない人がいます。
　このジレンマを解消するため、就労体験や相談に来
るための交通費、就職活動のための交通費やスーツ購
入費、初任給が出るまでの通勤費を給付できる「チャ
ンス創造ファンド」を設立することとしました。今年

度にしくみづくりとスタート資金集めを行い、2017
年春からスタートする予定です。相談者の住んでい
るところによっては、電車とバスを乗り継いで往復
1,000 円以上かかる場所へトレーニングに通うことも
あるため、一人あたり最大で 149,000 円の給付がで
きるように計画しています。
　「働く」ことは相談者自身の生活の自立に繫がるだ
けでなく、社会全体の支えを強化することにも繫がり
ます。満額を給付し、十分なトレーニングをして年収
250 万円の仕事に就いたAさんがいるとします。そ
れまで社会に支えられていたAさんは、継続して働
くことで毎年約 48万円の税金を納められるようにな
ります。なにより、Aさん自身が経済的に自立し、自
分で生活を組み立てることができるようになります。
　このように、まだなんとか生活が成り立っているう
ちにあと一押しの必要経費を給付できれば、最小限
の投資で社会の支え手を増やすことが可能だと考え
ています。OECDの国際比較では、「家族以外との交
流がない人」の割合が 20カ国中最も高い日本。相対
的貧困率も 16.1％（厚生労働省「国民生活基礎調査」
2012）と 6人に 1人が貧困ラインを下回っています。
今後、さらに少子高齢化が予測される日本社会におい
て、誰もが働きやすい社会をつくり、「働きたいけれ
ど働きづらさを抱えている人」の一歩を後押しするし
くみを広げていくことは必要不可欠になってきていま
す。若者の未来と私たちの生活のためにぜひ、この問
題について知り、考えていただけたら幸いです。

（文責　吉川萌）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

ご寄付について
　1口 1,000 円からご協力をお待ちしております。
　
　＜振込先＞　ゆうちょ銀行
　　口座番号：00140-4-587728
　　口座名義：ﾄｸﾋ）ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｭｳﾛｳﾈｯﾄﾜｰｸﾁﾊﾞ

就労体験のようす
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（12）コルザ 2017 年２月号 No.379

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

みなさん !!　メッシーちゃん

　ワーカーズ・コレクティブの食事業は、県内 12 事業所で展開されています。

Ｗ . Ｃｏ連合会

　ワーカーズ・コレクティブで暮らしをデザイン
　
　【住所】柏市十余二 380-97
　tel ＆ fax：04-7134-0072
　http://www.ac.auone-net.jp/~r11/wco.html  
　e-mail: wcochiba@s2.dion.ne.jp

（NPO）ワーカーズコレクティブ
千葉県連合会

ワーカーズコレクティブ千葉県連合会

　生活クラブの安心安全な消費材を原料として、おい
しい食事提案や環境保全に繋げる意志を持って、また
高齢者や障がい者が地域のなかで安心して暮らしてい
けるサポート事業と位置付け、惣菜・弁当、レストラ
ン、幼稚園給食、高齢者施設厨房などを行っています。
　そんなワーコレが、食べ物の命と大切に育ててくれ
た生産者の思いを、私たちが心をこめてつくったおい
しい食事で多くの人に伝えたい。それが次世代にも繫
がって欲しい…との思いを新たに 2013 年、「いのち
をつなぐおいしい食事」のキャッチコピーとゆるキャ
ラ「メッシーちゃん」を生み出しました。

　「作り手確かな安心素材」「そのひと手間を大切に」
「ずっと伝えたい味」がメッシーちゃんで届けたいワー
コレの食のテーマです。

せっけんの街の活動で使用する

シンボルマークを募集！

せっけん生活や水環境をテーマ
に、せっけんの街の活動主旨に
そったデザインを求めます。

受付：メール、郵送、fax、持参
サイズ：Ａ４( 用紙に収まる大きさ )
締め切り：３月 31 日必着
副賞：せっけんの街製品セット
応募作品のなかから
せっけんの街大賞、手賀沼ブロッ
ク賞 / 印旛沼ブロック賞を選び、
５月 27 日の総会で受賞式を行い
ます。
＊その他詳細はＨＰをご覧ください。

日本水大賞市民活動賞＆
印旛沼・流域再生大賞受賞記念

せっけんの街 受賞記念講演

１００年後の水を守る

水ジャーナリストの 橋本淳司さんを
招き、お話しして頂きます。

日時：５月 27 日　時間未定
場所：佐倉市内を予定

＊詳細が決まりましたらＨＰ、ブログ、
フェイスブックでお知らせいたします。

会員募集

せっけんの街の活動は会費
（3,000円／年）とせっけんや
環境関連商品の売上により賄
われています。
生活クラブの組合員の皆さん
は共同購入代金と一緒に引き
落とすことができます（250
円／月）。

＊詳しくはせっけんの街本部・
藪腰までお問い合わせください。

    を覚えて
　　いただき
　　　ましたか？  

季節や行事にあわせ　各事業所でイベントも企画
　雛祭りには　「ひなちらし寿司」がデポーや店頭に並び

ます。合わせ酢や五目寿司の素など

も市販されていますが、安全な素材

から全て手作りしているワーカーズ

の「ひなちらし寿司」をぜひご利用

ください。
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UWN ちば

　誰もがはたらきやすい社会をめざして。

　【住所】千葉市中央区中央 3-9-9 エレル千葉中央 304
　tel： 043-306-2564 　fax：043-306-2574　　　　
　http:///www.facebook.com/uwnchiba    
    e-mail: info@uwnchiba.net

（NPO）ユニバーサル就労
　　　  ネットワークちば

　　 

コルザ 2017 年 2 月号№ 379（13）

就労体験・就活の交通費等を給付するファンドを設立

　働きづらさを抱える方の就労支援をする私たちのも
とへは、就労ブランクが 10年以上、就職活動に失敗
して以来ひきこもっていて就労経験がないなど、さま
ざまな事情の方が相談にやってきます。相談者の多く
に共通するのは、人との交流があまりないため社会的
に孤立していること、経済的に困窮していること、「働
きたいけれどどうしたらいいかわからない」という無
力感を抱えているところです。
　たとえば、あなたが突然失業してしまったとします。
そんなとき私たちはまず自分が既に持っているものを
頼るのではないでしょうか。それは「しばらく貯金を
切り崩して就職活動をする」かもしれませんし、「実
家に居候させてもらう」「悩みや不安を友達に聞いて
もらう」「前の職場の人に仕事を紹介してもらう」な
どかもしれません。しかし、相談者の多くはそうした
繫がりや貯えを持っていないもしくは失っており、自
力で困窮状態から抜け出すことが難しい状況にありま
す。
　私たちはそんな働きづらさを抱える相談者へ「職場
実践型」の支援をしています。早い段階から企業等で
「就労体験」を行い、働くイメージを掴むと共に、人
との関わりを増やす過程で自己肯定感を回復し、興味
関心や意欲を引き出すきっかけとしています。　
　昨年度からは千葉市・松戸市から生活困窮者自立支
援事業の就労準備支援事業を委託されていますが、就
労体験や相談に通う交通費、その後の就職活動にかか
る個人経費は事業費から捻出できず、原則自己負担に
なっています。そのため、困窮状態にある方には就労
体験への参加を提案できず、30％の方にしか就労体
験を実施できていません。相談者のニーズも支援メ
ニューもあるなか、あと少しのお金がなくて支援の届
かない人がいます。
　このジレンマを解消するため、就労体験や相談に来
るための交通費、就職活動のための交通費やスーツ購
入費、初任給が出るまでの通勤費を給付できる「チャ
ンス創造ファンド」を設立することとしました。今年

度にしくみづくりとスタート資金集めを行い、2017
年春からスタートする予定です。相談者の住んでい
るところによっては、電車とバスを乗り継いで往復
1,000 円以上かかる場所へトレーニングに通うことも
あるため、一人あたり最大で 149,000 円の給付がで
きるように計画しています。
　「働く」ことは相談者自身の生活の自立に繫がるだ
けでなく、社会全体の支えを強化することにも繫がり
ます。満額を給付し、十分なトレーニングをして年収
250 万円の仕事に就いたAさんがいるとします。そ
れまで社会に支えられていたAさんは、継続して働
くことで毎年約 48万円の税金を納められるようにな
ります。なにより、Aさん自身が経済的に自立し、自
分で生活を組み立てることができるようになります。
　このように、まだなんとか生活が成り立っているう
ちにあと一押しの必要経費を給付できれば、最小限
の投資で社会の支え手を増やすことが可能だと考え
ています。OECDの国際比較では、「家族以外との交
流がない人」の割合が 20カ国中最も高い日本。相対
的貧困率も 16.1％（厚生労働省「国民生活基礎調査」
2012）と 6人に 1人が貧困ラインを下回っています。
今後、さらに少子高齢化が予測される日本社会におい
て、誰もが働きやすい社会をつくり、「働きたいけれ
ど働きづらさを抱えている人」の一歩を後押しするし
くみを広げていくことは必要不可欠になってきていま
す。若者の未来と私たちの生活のためにぜひ、この問
題について知り、考えていただけたら幸いです。

（文責　吉川萌）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

ご寄付について
　1口 1,000 円からご協力をお待ちしております。
　
　＜振込先＞　ゆうちょ銀行
　　口座番号：00140-4-587728
　　口座名義：ﾄｸﾋ）ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼｭｳﾛｳﾈｯﾄﾜｰｸﾁﾊﾞ

就労体験のようす
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　募集　シャボン玉月間ポスター原画　　賞金 30,000 円！
　生活クラブ虹の街は、せっけん運動ネットワークに加入し、せっけんの利
用をすすめ、毎年７月をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマスク
をつけて環境問題を地域にアピールしてきました。2017 年も皆さん（ご家族
も可）からポスターを募集します。
　サイズ：Ａ３　色：カラー　応募締め切り：３月３日（金）必着
　コピー（必ず入れる文字）：
　　　　　きれいな地球は、きれいな水から　せっけんでつくる未来　　
　送り先：〒 261-0011　千葉市美浜区真砂 5-21-12　生活クラブ虹の街　組織部宛
　　　  　データの場合　e-mail：mei.shigeno@s-club.coop　

詳しくは 2 月中旬以降の HP または担当まで。担当：組織部　茂野 043-278-7172

（14）コルザ 2017 年２月号 No.379

イベント・情報

  葬儀学習会

①２月 16 日（木）10：00 ～ 12：00
会場：ライフケア西白井（白井市）

②２月 22 日（水）10：00 ～ 12：00
会場：プレア稲毛ホール（千葉市）

③ 3 月 10 日（金）10：00 ～ 12：00
会場：プレア成田ホール（成田市）

託児：あり→（①は受付を締め切りました）

担当：福祉・たすけあい事業部　
　　　伊藤　043-278-7768
　エッコロ福祉基金
　　　　公開プレゼンテーション

２月 18 日（土）13：00 ～
会場：千葉市生涯学習センター
担当：福祉・たすけあい事業部
　　　岩上　043-278-7768

きちんと和食「だし」セミナー

① 3 月 1 日（水）10：00 ～ 12：30
会場：センター松戸
② 3 月８日（水）10：10 ～ 12：30
会場：虹の街本部  地域交流スペース渚

なぎさ

①②託児：あり　定員：各 30 人
担当：業務部　柴山　043-279-7693

　　　太陽の蓋　自主上映会

3 月 10 日（金）10：00 ～ 12：40
会場：千葉市生涯学習センター　小ホール

託児：あり（定員 10 人）　定員：80 人
参加費：300 円
担当：組織部　茂

し げ の

野　043-278-7172

ブロック企画

革の小物作り

2 月 15 日（水）9：15 ～ 11：45
SDA 柏キリスト教会
参加費 200 円 + 材料費実費
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
みそ作り見学会

２月 20 日（月）13：00 ～ 15：00
デポー松葉町 組合員室
定員 10 人　参加費 材料費実費
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
ビオサポ料理会

２月 21 日（火）10：00 ～ 13：00
センター松戸　
託児あり　定員 12 人　参加費 500 円
担当：鈴木　047-385-4646
ウエルカムクッキング

2 月 22 日（水）11：00 ～ 13：00
デポー木刈　定員 20 人　参加費 400 円
担当：宮野　043-461-7868
正絹糸で小物作り

2 月 22 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり
参加費 300 円
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
大人と絵本

２月 23 日（木）10：00 ～ 13：00
センター松戸　託児あり　定員 20 人
担当：鈴木　047-385-4646
生活クラブビギナーズカフェ＆ビオサポマ
イスター講座/豚肉をおいしく食べよう♪

２月 24 日（金）10：00 ～ 12：30
小中台公民館　調理実習室（千葉市）
託児あり　定員 15 人　参加費 500 円
＊組合員同伴の一般初参加者は無料です。

担当：清松　043-278-7629
プラバンで春のアクセサリー作り

２月 24 日（金）10：00 ～ 12：30
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり

託児あり　参加費500円（ゲスト400円）

担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
LP 講座 家計の見直し

2 月 27 日（月）10：00 ～ 12：30
君津市生涯学習交流センター
託児あり　定員 20 人
担当：塚本　0436-60-1583

＊イベント等の詳細は、各企画の担当まで。各ブロックのセンター・デポーへの問い合わせ（電話番号）は表紙下にあります。

＊開始・終了時間、参加費、締切日変更しています。

加藤美佳子（みかこ）ちゃん 2016.01

大枝孝輔（こうすけ）くん 2016.04

川崎悠仁（はると）くん 2016.05

藤崎隆仁（りゅうじん）くん 2016.07

髙田和佳（わか）ちゃん 2016.07

鈴木錬太郎（れんたろう）くん 2016.07

奈良実桜（みお）ちゃん
2016.07

奈良優杜（ゆうと）くん

吉村浩輔（こうすけ）くん 2016.08

工藤佳純（かすみ）ちゃん 2016.09

丸山陽詩（ひなた）ちゃん 2016.11

高橋香乃（かの）ちゃん 2016.11

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

せっけんを使うことで環境問題を考える
きっかけにしてほしいと、お母さんと赤ちゃ
んに、生活クラブのせっけんを贈ります。

お誕生おめでとう！

昨年のポスター

＊掲載のブロック企画は、所属ブロック以外の方
も参加可能。参加費の表示のないものは、無料です。

家族に健康なくらしを送ってほしい。でも、ど
んな食べものをどう食べたらいいのか…そんな
悩みを解決しようと始まった「ビオサポ学習会」。
ビオサポを軸に、和食とだしについて学びます。
詳しくは同時配布のちらしをご覧ください。

↑申込多数の場合抽選

春の展示会 

　２月 11・12日　センター松戸
　２月 18・19日　センター市原
　２月 25・26日　センター佐倉
　３月４・５日　　センター千葉
　３月 11・12日　センターベイ
　靴・鞄・紳士服・婦人服・貴金属・
　装飾品・せっけんの街・アーシアン・
　めがねなど。詳しくはカラーちらし
　をご覧ください。
　★センター柏は修了しました。
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夢風ニュース＆申込書

申込書・申請書　コルザ２月号

＊いただいた個人情報は適切に管理し、目的以外には使用しません。　　　　　 　　　　                      

事務局記入欄　センター / デポー、配達コース（　　　）-（　　  　）＊企画参加希望で詳細を知りたい方は、担当までご連絡ください。　　　　　　　

宛先：本部　葬儀 / 伊藤　和食 / 柴山　太陽の蓋 / 茂野　記念誌 / 山崎
＊せっけんプレゼント希望の方は、申請書に必要事項を記入して提出してください。
　対象は組合員のお子さんで１歳未満の赤ちゃん。１歳の誕生日の前日までに申請してください。

スコットランドから にかほを訪問

　11 月 6 日、低炭素研究者の Jelte 
Harnmeijer さん（下写真中央）が秋
田県にかほ市の「生活クラブ風車・夢
風」を訪問され、名古屋大学教授の丸
山康司さんと法政大学教授の西城戸誠
さんが同行しました。

　はじめに道の駅ねむの丘で、風車の
建設からにかほ市とのエネルギーを通

じた取り組み、電気の共同購入など生
活クラブの取り組みについて意見交換
を行いました。その後、風車サイトで
夢風の視察を行いました。風車のタ
ワーに、風車建設のカンパに取り組ん
だ組織名称や、消費材が描かれている
ことに、とても感激しているようすで
した。短い滞在時間でしたが、「生活
クラブ風車の取り組みは世界的にも注
目されるの実践の一つ」という言葉に、
これからますますさまざまな地域間の
連携を広げていきたいと思いました。

千葉 40 周年記念企画　虹いろフェスタに参加

　11 月 12 日、幕張メッセイベント
ホールで行われた虹フェスに参加しま
した。にかほ市から副市長の須田正彦
さんをはじめ、総務部企画課課長の
佐々木俊哉さん、（有）三浦米太郎商
店の三浦悦朗さん、日南工業（株）の
服部進一さんが参加され、特産品やに
かほ市のアピールをしました。当日

は 4000 人
以上が来場
し、グリー
ンファンド
秋田ブース
で鱈しょっ
つ る や は た
はた加工品の試食や販売、夢風酒の試
飲をおすすめしました。
　鱈しょっつるは、生活クラブ千葉
の組合員が開発に参加したこともあ
り、ブースを訪れた組合員からは「こ
れがないと困るくらい大好きになりま
した！」「本当においしいですね」と
いう声が聞かれ、試食でハタハタや鱈
しょっつるを初めて食べた人も「おい
しい」「食べやすい」と好評でした。

風車の発電実績

10 月の発電量・・・399,343kWh
11 月の発電量・・・571,908kWh

　

発行　一般社団法人グリーンファンド秋田

生活クラブ風車

組合員氏名 組合員コード 申込
締切

参加
希望
に○

①　2/16 葬儀学習会（西白井） 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/14

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/17

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/24

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/17

②　3/8 きちんと和食（千葉：本部） 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/24

　3/10『太陽の蓋』上映会 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外）

2/24

託　児
（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）・葬儀学習会①は受付を締め切りました。
　②の託児は 2/13 締め切りです。
・太陽の蓋上映会は、申込多数の場合抽選になります。なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）

　　　　　　　こんにちは！赤ちゃん♪せっけんプレゼント　申請　　　　　（太枠の組合員氏名とコードを記入してください）

赤ちゃんの
なまえ

ふりがな
赤ちゃんの生年月 20　　　年　　月生まれ １歳の誕

生日の前
日までに
申請

（男・女）

『コルザ』に掲載してもよろしいですか。　（はい・いいえ）

40 周年記念誌『40 年のものがたり』　申込希望（　　　　）←希望の方は○　共同購入の代金と一緒に引き落としされます。

③　3/10 葬儀学習会（成田）

配達時または、デポーフロアに提出してください。

左から　鈴木事務局長　服部さん
須田副市長　山本常務（虹の街）

＊夢風ニュース vol.53vol.54 より抜粋。
　全文は生活クラブ虹の街 HP で公開中です。

②　2/22 葬儀学習会（稲毛）

①　3/1 きちんと和食（松戸）
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　募集　シャボン玉月間ポスター原画　　賞金 30,000 円！
　生活クラブ虹の街は、せっけん運動ネットワークに加入し、せっけんの利
用をすすめ、毎年７月をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマスク
をつけて環境問題を地域にアピールしてきました。2017 年も皆さん（ご家族
も可）からポスターを募集します。
　サイズ：Ａ３　色：カラー　応募締め切り：３月３日（金）必着
　コピー（必ず入れる文字）：
　　　　　きれいな地球は、きれいな水から　せっけんでつくる未来　　
　送り先：〒 261-0011　千葉市美浜区真砂 5-21-12　生活クラブ虹の街　組織部宛
　　　  　データの場合　e-mail：mei.shigeno@s-club.coop　

詳しくは 2 月中旬以降の HP または担当まで。担当：組織部　茂野 043-278-7172

（14）コルザ 2017 年２月号 No.379

イベント・情報

  葬儀学習会

①２月 16 日（木）10：00 ～ 12：00
会場：ライフケア西白井（白井市）

②２月 22 日（水）10：00 ～ 12：00
会場：プレア稲毛ホール（千葉市）

③ 3 月 10 日（金）10：00 ～ 12：00
会場：プレア成田ホール（成田市）

託児：あり→（①は受付を締め切りました）

担当：福祉・たすけあい事業部　
　　　伊藤　043-278-7768
　エッコロ福祉基金
　　　　公開プレゼンテーション

２月 18 日（土）13：00 ～
会場：千葉市生涯学習センター
担当：福祉・たすけあい事業部
　　　岩上　043-278-7768

きちんと和食「だし」セミナー

① 3 月 1 日（水）10：00 ～ 12：30
会場：センター松戸
② 3 月８日（水）10：10 ～ 12：30
会場：虹の街本部  地域交流スペース渚

なぎさ

①②託児：あり　定員：各 30 人
担当：業務部　柴山　043-279-7693

　　　太陽の蓋　自主上映会

3 月 10 日（金）10：00 ～ 12：40
会場：千葉市生涯学習センター　小ホール

託児：あり（定員 10 人）　定員：80 人
参加費：300 円
担当：組織部　茂

し げ の

野　043-278-7172

ブロック企画

革の小物作り

2 月 15 日（水）9：15 ～ 11：45
SDA 柏キリスト教会
参加費 200 円 + 材料費実費
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
みそ作り見学会

２月 20 日（月）13：00 ～ 15：00
デポー松葉町 組合員室
定員 10 人　参加費 材料費実費
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
ビオサポ料理会

２月 21 日（火）10：00 ～ 13：00
センター松戸　
託児あり　定員 12 人　参加費 500 円
担当：鈴木　047-385-4646
ウエルカムクッキング

2 月 22 日（水）11：00 ～ 13：00
デポー木刈　定員 20 人　参加費 400 円
担当：宮野　043-461-7868
正絹糸で小物作り

2 月 22 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり
参加費 300 円
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
大人と絵本

２月 23 日（木）10：00 ～ 13：00
センター松戸　託児あり　定員 20 人
担当：鈴木　047-385-4646
生活クラブビギナーズカフェ＆ビオサポマ
イスター講座/豚肉をおいしく食べよう♪

２月 24 日（金）10：00 ～ 12：30
小中台公民館　調理実習室（千葉市）
託児あり　定員 15 人　参加費 500 円
＊組合員同伴の一般初参加者は無料です。

担当：清松　043-278-7629
プラバンで春のアクセサリー作り

２月 24 日（金）10：00 ～ 12：30
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり

託児あり　参加費500円（ゲスト400円）

担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
LP 講座 家計の見直し

2 月 27 日（月）10：00 ～ 12：30
君津市生涯学習交流センター
託児あり　定員 20 人
担当：塚本　0436-60-1583

＊イベント等の詳細は、各企画の担当まで。各ブロックのセンター・デポーへの問い合わせ（電話番号）は表紙下にあります。

＊開始・終了時間、参加費、締切日変更しています。

加藤美佳子（みかこ）ちゃん 2016.01

大枝孝輔（こうすけ）くん 2016.04

川崎悠仁（はると）くん 2016.05

藤崎隆仁（りゅうじん）くん 2016.07

髙田和佳（わか）ちゃん 2016.07

鈴木錬太郎（れんたろう）くん 2016.07

奈良実桜（みお）ちゃん
2016.07

奈良優杜（ゆうと）くん

吉村浩輔（こうすけ）くん 2016.08

工藤佳純（かすみ）ちゃん 2016.09

丸山陽詩（ひなた）ちゃん 2016.11

高橋香乃（かの）ちゃん 2016.11

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

せっけんを使うことで環境問題を考える
きっかけにしてほしいと、お母さんと赤ちゃ
んに、生活クラブのせっけんを贈ります。

お誕生おめでとう！

昨年のポスター

＊掲載のブロック企画は、所属ブロック以外の方
も参加可能。参加費の表示のないものは、無料です。

家族に健康なくらしを送ってほしい。でも、ど
んな食べものをどう食べたらいいのか…そんな
悩みを解決しようと始まった「ビオサポ学習会」。
ビオサポを軸に、和食とだしについて学びます。
詳しくは同時配布のちらしをご覧ください。

↑申込多数の場合抽選

春の展示会 

　２月 11・12日　センター松戸
　２月 18・19日　センター市原
　２月 25・26日　センター佐倉
　３月４・５日　　センター千葉
　３月 11・12日　センターベイ
　靴・鞄・紳士服・婦人服・貴金属・
　装飾品・せっけんの街・アーシアン・
　めがねなど。詳しくはカラーちらし
　をご覧ください。
　★センター柏は修了しました。
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夢風ニュース＆申込書

申込書・申請書　コルザ２月号

＊いただいた個人情報は適切に管理し、目的以外には使用しません。　　　　　 　　　　                      

事務局記入欄　センター / デポー、配達コース（　　　）-（　　  　）＊企画参加希望で詳細を知りたい方は、担当までご連絡ください。　　　　　　　

宛先：本部　葬儀 / 伊藤　和食 / 柴山　太陽の蓋 / 茂野　記念誌 / 山崎
＊せっけんプレゼント希望の方は、申請書に必要事項を記入して提出してください。
　対象は組合員のお子さんで１歳未満の赤ちゃん。１歳の誕生日の前日までに申請してください。

スコットランドから にかほを訪問

　11 月 6 日、低炭素研究者の Jelte 
Harnmeijer さん（下写真中央）が秋
田県にかほ市の「生活クラブ風車・夢
風」を訪問され、名古屋大学教授の丸
山康司さんと法政大学教授の西城戸誠
さんが同行しました。

　はじめに道の駅ねむの丘で、風車の
建設からにかほ市とのエネルギーを通

じた取り組み、電気の共同購入など生
活クラブの取り組みについて意見交換
を行いました。その後、風車サイトで
夢風の視察を行いました。風車のタ
ワーに、風車建設のカンパに取り組ん
だ組織名称や、消費材が描かれている
ことに、とても感激しているようすで
した。短い滞在時間でしたが、「生活
クラブ風車の取り組みは世界的にも注
目されるの実践の一つ」という言葉に、
これからますますさまざまな地域間の
連携を広げていきたいと思いました。

千葉 40 周年記念企画　虹いろフェスタに参加

　11 月 12 日、幕張メッセイベント
ホールで行われた虹フェスに参加しま
した。にかほ市から副市長の須田正彦
さんをはじめ、総務部企画課課長の
佐々木俊哉さん、（有）三浦米太郎商
店の三浦悦朗さん、日南工業（株）の
服部進一さんが参加され、特産品やに
かほ市のアピールをしました。当日

は 4000 人
以上が来場
し、グリー
ンファンド
秋田ブース
で鱈しょっ
つ る や は た
はた加工品の試食や販売、夢風酒の試
飲をおすすめしました。
　鱈しょっつるは、生活クラブ千葉
の組合員が開発に参加したこともあ
り、ブースを訪れた組合員からは「こ
れがないと困るくらい大好きになりま
した！」「本当においしいですね」と
いう声が聞かれ、試食でハタハタや鱈
しょっつるを初めて食べた人も「おい
しい」「食べやすい」と好評でした。

風車の発電実績

10 月の発電量・・・399,343kWh
11 月の発電量・・・571,908kWh

　

発行　一般社団法人グリーンファンド秋田

生活クラブ風車

組合員氏名 組合員コード 申込
締切

参加
希望
に○

①　2/16 葬儀学習会（西白井） 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/14

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/17

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/24

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/17

②　3/8 きちんと和食（千葉：本部） 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/24

　3/10『太陽の蓋』上映会 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外）

2/24

託　児
（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）・葬儀学習会①は受付を締め切りました。
　②の託児は 2/13 締め切りです。
・太陽の蓋上映会は、申込多数の場合抽選になります。なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）

　　　　　　　こんにちは！赤ちゃん♪せっけんプレゼント　申請　　　　　（太枠の組合員氏名とコードを記入してください）

赤ちゃんの
なまえ

ふりがな
赤ちゃんの生年月 20　　　年　　月生まれ １歳の誕

生日の前
日までに
申請

（男・女）

『コルザ』に掲載してもよろしいですか。　（はい・いいえ）

40 周年記念誌『40 年のものがたり』　申込希望（　　　　）←希望の方は○　共同購入の代金と一緒に引き落としされます。

③　3/10 葬儀学習会（成田）

配達時または、デポーフロアに提出してください。

左から　鈴木事務局長　服部さん
須田副市長　山本常務（虹の街）

＊夢風ニュース vol.53vol.54 より抜粋。
　全文は生活クラブ虹の街 HP で公開中です。

②　2/22 葬儀学習会（稲毛）

①　3/1 きちんと和食（松戸）
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　募集　シャボン玉月間ポスター原画　　賞金 30,000 円！
　生活クラブ虹の街は、せっけん運動ネットワークに加入し、せっけんの利
用をすすめ、毎年７月をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマスク
をつけて環境問題を地域にアピールしてきました。2017 年も皆さん（ご家族
も可）からポスターを募集します。
　サイズ：Ａ３　色：カラー　応募締め切り：３月３日（金）必着
　コピー（必ず入れる文字）：
　　　　　きれいな地球は、きれいな水から　せっけんでつくる未来　　
　送り先：〒 261-0011　千葉市美浜区真砂 5-21-12　生活クラブ虹の街　組織部宛
　　　  　データの場合　e-mail：mei.shigeno@s-club.coop　

詳しくは 2 月中旬以降の HP または担当まで。担当：組織部　茂野 043-278-7172

（14）コルザ 2017 年２月号 No.379

イベント・情報

  葬儀学習会

①２月 16 日（木）10：00 ～ 12：00
会場：ライフケア西白井（白井市）

②２月 22 日（水）10：00 ～ 12：00
会場：プレア稲毛ホール（千葉市）

③ 3 月 10 日（金）10：00 ～ 12：00
会場：プレア成田ホール（成田市）

託児：あり→（①は受付を締め切りました）

担当：福祉・たすけあい事業部　
　　　伊藤　043-278-7768
　エッコロ福祉基金
　　　　公開プレゼンテーション

２月 18 日（土）13：00 ～
会場：千葉市生涯学習センター
担当：福祉・たすけあい事業部
　　　岩上　043-278-7768

きちんと和食「だし」セミナー

① 3 月 1 日（水）10：00 ～ 12：30
会場：センター松戸
② 3 月８日（水）10：10 ～ 12：30
会場：虹の街本部  地域交流スペース渚

なぎさ

①②託児：あり　定員：各 30 人
担当：業務部　柴山　043-279-7693

　　　太陽の蓋　自主上映会

3 月 10 日（金）10：00 ～ 12：40
会場：千葉市生涯学習センター　小ホール

託児：あり（定員 10 人）　定員：80 人
参加費：300 円
担当：組織部　茂

し げ の

野　043-278-7172

ブロック企画

革の小物作り

2 月 15 日（水）9：15 ～ 11：45
SDA 柏キリスト教会
参加費 200 円 + 材料費実費
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
みそ作り見学会

２月 20 日（月）13：00 ～ 15：00
デポー松葉町 組合員室
定員 10 人　参加費 材料費実費
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
ビオサポ料理会

２月 21 日（火）10：00 ～ 13：00
センター松戸　
託児あり　定員 12 人　参加費 500 円
担当：鈴木　047-385-4646
ウエルカムクッキング

2 月 22 日（水）11：00 ～ 13：00
デポー木刈　定員 20 人　参加費 400 円
担当：宮野　043-461-7868
正絹糸で小物作り

2 月 22 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり
参加費 300 円
担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
大人と絵本

２月 23 日（木）10：00 ～ 13：00
センター松戸　託児あり　定員 20 人
担当：鈴木　047-385-4646
生活クラブビギナーズカフェ＆ビオサポマ
イスター講座/豚肉をおいしく食べよう♪

２月 24 日（金）10：00 ～ 12：30
小中台公民館　調理実習室（千葉市）
託児あり　定員 15 人　参加費 500 円
＊組合員同伴の一般初参加者は無料です。

担当：清松　043-278-7629
プラバンで春のアクセサリー作り

２月 24 日（金）10：00 ～ 12：30
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり

託児あり　参加費500円（ゲスト400円）

担当：三宅・遠藤　04-7134-3801
LP 講座 家計の見直し

2 月 27 日（月）10：00 ～ 12：30
君津市生涯学習交流センター
託児あり　定員 20 人
担当：塚本　0436-60-1583

＊イベント等の詳細は、各企画の担当まで。各ブロックのセンター・デポーへの問い合わせ（電話番号）は表紙下にあります。

＊開始・終了時間、参加費、締切日変更しています。

加藤美佳子（みかこ）ちゃん 2016.01

大枝孝輔（こうすけ）くん 2016.04

川崎悠仁（はると）くん 2016.05

藤崎隆仁（りゅうじん）くん 2016.07

髙田和佳（わか）ちゃん 2016.07

鈴木錬太郎（れんたろう）くん 2016.07

奈良実桜（みお）ちゃん
2016.07

奈良優杜（ゆうと）くん

吉村浩輔（こうすけ）くん 2016.08

工藤佳純（かすみ）ちゃん 2016.09

丸山陽詩（ひなた）ちゃん 2016.11

高橋香乃（かの）ちゃん 2016.11

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

せっけんを使うことで環境問題を考える
きっかけにしてほしいと、お母さんと赤ちゃ
んに、生活クラブのせっけんを贈ります。

お誕生おめでとう！

昨年のポスター

＊掲載のブロック企画は、所属ブロック以外の方
も参加可能。参加費の表示のないものは、無料です。

家族に健康なくらしを送ってほしい。でも、ど
んな食べものをどう食べたらいいのか…そんな
悩みを解決しようと始まった「ビオサポ学習会」。
ビオサポを軸に、和食とだしについて学びます。
詳しくは同時配布のちらしをご覧ください。

↑申込多数の場合抽選

春の展示会 

　２月 11・12日　センター松戸
　２月 18・19日　センター市原
　２月 25・26日　センター佐倉
　３月４・５日　　センター千葉
　３月 11・12日　センターベイ
　靴・鞄・紳士服・婦人服・貴金属・
　装飾品・せっけんの街・アーシアン・
　めがねなど。詳しくはカラーちらし
　をご覧ください。
　★センター柏は修了しました。
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夢風ニュース＆申込書

申込書・申請書　コルザ２月号

＊いただいた個人情報は適切に管理し、目的以外には使用しません。　　　　　 　　　　                      

事務局記入欄　センター / デポー、配達コース（　　　）-（　　  　）＊企画参加希望で詳細を知りたい方は、担当までご連絡ください。　　　　　　　

宛先：本部　葬儀 / 伊藤　和食 / 柴山　太陽の蓋 / 茂野　記念誌 / 山崎
＊せっけんプレゼント希望の方は、申請書に必要事項を記入して提出してください。
　対象は組合員のお子さんで１歳未満の赤ちゃん。１歳の誕生日の前日までに申請してください。

スコットランドから にかほを訪問

　11 月 6 日、低炭素研究者の Jelte 
Harnmeijer さん（下写真中央）が秋
田県にかほ市の「生活クラブ風車・夢
風」を訪問され、名古屋大学教授の丸
山康司さんと法政大学教授の西城戸誠
さんが同行しました。

　はじめに道の駅ねむの丘で、風車の
建設からにかほ市とのエネルギーを通

じた取り組み、電気の共同購入など生
活クラブの取り組みについて意見交換
を行いました。その後、風車サイトで
夢風の視察を行いました。風車のタ
ワーに、風車建設のカンパに取り組ん
だ組織名称や、消費材が描かれている
ことに、とても感激しているようすで
した。短い滞在時間でしたが、「生活
クラブ風車の取り組みは世界的にも注
目されるの実践の一つ」という言葉に、
これからますますさまざまな地域間の
連携を広げていきたいと思いました。

千葉 40 周年記念企画　虹いろフェスタに参加

　11 月 12 日、幕張メッセイベント
ホールで行われた虹フェスに参加しま
した。にかほ市から副市長の須田正彦
さんをはじめ、総務部企画課課長の
佐々木俊哉さん、（有）三浦米太郎商
店の三浦悦朗さん、日南工業（株）の
服部進一さんが参加され、特産品やに
かほ市のアピールをしました。当日

は 4000 人
以上が来場
し、グリー
ンファンド
秋田ブース
で鱈しょっ
つ る や は た
はた加工品の試食や販売、夢風酒の試
飲をおすすめしました。
　鱈しょっつるは、生活クラブ千葉
の組合員が開発に参加したこともあ
り、ブースを訪れた組合員からは「こ
れがないと困るくらい大好きになりま
した！」「本当においしいですね」と
いう声が聞かれ、試食でハタハタや鱈
しょっつるを初めて食べた人も「おい
しい」「食べやすい」と好評でした。

風車の発電実績

10 月の発電量・・・399,343kWh
11 月の発電量・・・571,908kWh

　

発行　一般社団法人グリーンファンド秋田

生活クラブ風車

組合員氏名 組合員コード 申込
締切

参加
希望
に○

①　2/16 葬儀学習会（西白井） 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/14

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/17

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/24

同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/17

②　3/8 きちんと和食（千葉：本部） 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外） 2/24

　3/10『太陽の蓋』上映会 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外）

2/24

託　児
（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）・葬儀学習会①は受付を締め切りました。
　②の託児は 2/13 締め切りです。
・太陽の蓋上映会は、申込多数の場合抽選になります。なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）

　　　　　　　こんにちは！赤ちゃん♪せっけんプレゼント　申請　　　　　（太枠の組合員氏名とコードを記入してください）

赤ちゃんの
なまえ

ふりがな
赤ちゃんの生年月 20　　　年　　月生まれ １歳の誕

生日の前
日までに
申請

（男・女）

『コルザ』に掲載してもよろしいですか。　（はい・いいえ）

40 周年記念誌『40 年のものがたり』　申込希望（　　　　）←希望の方は○　共同購入の代金と一緒に引き落としされます。

③　3/10 葬儀学習会（成田）

配達時または、デポーフロアに提出してください。

左から　鈴木事務局長　服部さん
須田副市長　山本常務（虹の街）

＊夢風ニュース vol.53vol.54 より抜粋。
　全文は生活クラブ虹の街 HP で公開中です。

②　2/22 葬儀学習会（稲毛）

①　3/1 きちんと和食（松戸）
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バレンタインウィーク（1/30 ～ 2/14)
　生活クラブのチョコレートはおいしさに定評あり！バレンタイン
　の準備はデポーでどうぞ。人気のトリュフセットや有機チョコ、　
　「歩」のクッキーなどが入荷。おすすめレシピも紹介します。

ビオサポ週（2/6 ～ 11）
　ビオサポ献立と関連消費材を紹介。試食あり。日程はデポー毎に。
　2/6：みつわ台、松葉町　　2/7：真砂、浦安、大津ヶ丘、園生
　2/8：木刈　　2/11：新松戸
あったかビタミンフェア（2/10・11）風邪予防にビタミン類を！
　シチュー用の野菜や柑橘類がお得。体が温まる生姜汁をご紹介。
　牛肉煮込み用・鶏肉モモ・鶏肉ムネ・
　クリームシチュールウ・ホワイトルウフレーク・
　デミグラスソース缶・ビーフシチュールウ
九州旨いものウィーク（2/13 ～ 18）
　枕崎漁協や長崎県漁連から九州のおいしいものがいろいろ入荷。
　おなじみ泰山食品のたらこなどがお得です。
　ビジョンフードの日 (2/15）　２月のテーマは「食肉」。
　牛・豚・鶏肉を紹介します。　
九州旨いものフェア（2/17・18）
　 週末は、九州の提携産地から野菜果物も入荷予定。
　長崎県漁連の練り物　OSK のおすすめ乾しいたけ
　枕崎漁協のかつお炭火焼タタキ 200 ｇ
ひなまつりウィーク（2/20 ～ 3/3）ひなまつり用の品目が入荷
　人気の丸きんまんじゅうの「みんなのいちごモンブラン」など
　冷凍スィーツや、ミサワ食品の「雛くずもち」「わらびもち」な
　どをご紹介します。

プレひなまつりフェア（2/24・25）ひなまつりのホームパーティー
　はデポーにおまかせ！一足早く、ひなまつりのおすすめ品
　をいろいろご紹介します。　五目寿司関連品　甘酒
　　

九州旨いものフェア（2/17・18）

ビオサポ週（2/6 ～ 11）

　ビジョンフードの日 (2/15）　２月のテーマは「食肉」。

バレンタインウィーク（1/30 ～ 2/14)

九州旨いものウィーク（2/13 ～ 18）

あったかビタミンフェア（2/10・11）風邪予防にビタミン類を！

日 月 火 水 木 金 土
５　 ６ ７ ８ ９ 10 11

12

　お休み　

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23  24 25

26 27 28

（16）コルザ 2017 年２月号 No.379

２月のデポー

＊ 2017 年 1 月 11 日作成　イベントや入荷予定、試食の内容などは変更になることもあります。

イベント案内

せっけんの街の日
→園生は 2/7

平牧金華豚の日

ほうきね牛入荷

　デポーで、つくった人に会ってみよう！

2/7
オルタトレードジャパン（エコシュリンプ・バナナ）：真砂、　
奥和（沼津の干物）：浦安、丸和食品（豆腐加工品）：松葉町、
こめや食品（おでん種）：木刈

2/9 平塚製菓（チョコレートなど）：真砂、奥和（沼津の干物）：大津ヶ丘
2/10 丸和食品（豆腐加工品）：新松戸、ＡＩＣ（鶏卵）：園生
2/11 小野田製油（ごま油）：浦安
2/15 枕崎市漁協（かつおたたきなど）：園生
2/16 奥和（沼津の干物）：木刈
2/17 泰山食品（漬け魚など）：新松戸（午後）、丸和食品(豆腐加工品)：園生
2/18 ニューオークボ（パスタ）：真砂、スリーエイト（はちみつ）：大津ヶ丘

2/21 ミサワ食品（たまごボーロなど）：浦安、
こめや食品（おでん種）：大津ヶ丘

2/22 私市醸造 ( 食酢など )：松葉町
2/23 奥和（沼津の干物）：みつわ台

2/24 ＡＩＣ（鶏卵）：真砂、おびなた（戸隠そば）：新松戸
ヴィボン（オリーブオイル）：木刈

2/25 栃木県開拓農協（牛肉）：真砂、美勢商事（餃子）：みつわ台
2/27 スリーエイト（はちみつ）：新松戸

黒豚の日

５％
off 

・２月は 12 日（日）
・３月は 12 日（日）お休みです。

デポーの
お休み

おでん種バラ

　　　　おでん種　　
　　　バラ入荷

（季節限定 3/7 まで毎週火曜日）

こめや食品の練り物、好み
のおでん種が１個から利用
できます。水曜日は、ソフ
トはんぺんも入荷します。

　　　　おでん種
　　　バラ入荷

ポイント実施中 ! 
デポーカードの提示でポイントがつきます。500
ポイントで500円のクーポン券発行。デポーカー
ドをお持ちなら、班・個別配送の方も対象です。 

メールマガジン
携帯・スマホにデポーの
耳寄りな情報が届きます

好評配信中

５％
off 

５％
off 

おでん種バラ

ひなまつりウィーク（2/20 ～ 3/3）ひなまつり用の品目が入荷

ビジョンフードの日

　　　九州旨いものウィーク（2/13 ～ 18）

九州旨いものフェア

平牧金華豚の日 プレひなまつりフェア

バレンタインウィーク（～2/14）

冷凍品お買い得
２パック
 以上で ５％

off 

プレひなまつりフェア（2/24・25）ひなまつりのホームパーティー

５％
off 

おでん種バラ
あったかビタミンフェア＊ せ っ け ん の 街 の

せっけんなど５％ off

ひなまつりウィーク（～3/3）

ひなまつりウィーク（～3/3）

あったかビタミンフェア

おでん種バラ
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