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組合員の皆さんに 2月理事会の報告をします。

１．電気の共同購入の取り組みについて、2017 年度の契約件数
は500件を目標とします。講演会の開催やブロックでエネルギー
カフェを行い、目標の８割を８月末までに達成します。
２．（仮称）デポー流山おおたかの森は今年秋オープンを予定

し、オープンまでに 1,200 人の新規加入者を迎え入れます。また、
デポーフロア運営、惣菜・弁当事業についてはワーカーズコレク
ティブを結成し、各事業をワーカーズ内で分担し運営します。
３．流山市おおたかの森において「小規模保育園事業」に取り組
みます。プロジェクトを設置し、ハード面の検討および虹の街が
運営する保育園の理念、運営方針について検討し整備します。

１月の組織報告     総供給高　539,778,626 円　　
　　　　　　　　     総組合員数　40,340 人（班 5,396 人  個別 19,772 人　デポー 10,698 人　経済共済 4,474 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。 

虹の街 Facebook はこちらから→

コミュニケーションひろば　パン＆ケーキ＆パスタづくり
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特　集

コミュニケーションひろばって？

　仲間づくりや地域の交流を目的につ
くられた『あつまれ 30 代』『地域で
ア･ラ･カ･ル･ト』の各講座が 2008
年に統合された講座メニュー本です。
講座は、虹の街の組合員、生活クラブ
千葉グループ関連団体、エッコロ福祉
基金の応募団体等が日頃行っている内
容がアイテムとして提供されています。
　楽しみながら学習して仲間をつくっ
たり、地域の交流を深めながら食の安
全や生活に必要な知識を得るなど、い
ろいろな場面で使える虹の街オリジナ
ルのコミュニケーションツールです。

　2014 年 7月にエッコロ制度が見直
され、生活支援のしくみ作りのために
積極的な活用をめざし、開催費の補助
枠が拡大し、より使いやすくなりま
した (2017年度廃止）。計画・開催状況
については、月次の福祉委員会で確認。
　2015 年には、ビオサポマイスター
講座を新設。６ブロック合わせて１つ
の講座としました。

2016 年度の実績

　開催回数は、昨年より１回多く開
催されましたが、１講座あたりの参加
人数が減少しており、参加人数は 300
人減りました。

　食・健康・ビオサポマイスター講座
は、前年よりも開催数が大きく増えま
した。
　新規開設されたのは 11講座でした
が、そのうち開催されたのは 8講座
でした。全講座においては、半数以上
が開催されていない状況です。
　また、コミュニティや特にブロック
による開催が多かった一方で個人によ
る開催はありませんでした。
　地域活動を豊かに、また活性化する
ツールとして、コミュニケーションひ
ろばがもっと活用されることが今後の
課題です。

分類 実施
回数

開催講座数 /
登録講座数

参加人数 加入
主催者 組合員 員外 子ども 合計

食 30 　12/19 117 206 27 40 390 1
子 5 　  4/10 12 28 18 40 98 0

高齢 2       1/4 3 25 1 0 29 0
健康 14       4/10 47 98 7 0 152 1
趣味 24       8/17 66 156 26 57 295 2
環境 5       3/6 20 42 19 24 105 0

その他 4       2/9 9 49 1 0 59 0
ビオサポ 20 5 ブロック 39 167 9 20 234 3

合計 104 34/76 313 771 108 181 1373 7

 2016 年度の講座種別実績

開催日：7 月 5 日
主催：柏ブロック
講座名：若返りプラチナ体操
講師：岸 真規子さん

開催日：11 月 4 日
主催：ベイブロック・
　　　コミュニティ Aide
講座名：パン＆ケーキ＆パスタづくり
講師：大塚弘子さん

開催日：7 月 29 日
主催：柏ブロック
講座名：着付け教室
講師：斉藤孝子さん

2016 年度 の
コミュニケーションひろば から

  食 １

 趣 6

健 15

コミュニケーションひろば 
講座や体験会の開催を虹の街（ブロック）がお手伝いします。

年度（講座数） 開催数 / 延べ
（個人/COM開催）

参加人数 加入総数（子含む）うち員外
2012（58） 42（6/0） 693（117） 102 0
2013（62）   58（15/0）     649（44） 125 8
2014（66）    83（3/7）    1165（178）   98 9
2015（73） 103（6/13）   1673（211） 170 19
2016（76) 104（0/11）   1373（181) 108 7

2012 ～ 16 年度の開催回数と参加実績

2016.3.9 現在

開催日：4 月 22 日
主催：佐倉ブロック・コミュニティ
　　   ポーセラーツクラブ
講座名：ポーセラーツ体験教室
講師：大柳ひとみさん

 趣１
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特　集

チャレンジ
したい

講座がある！

ブロックへ
連絡する！

日程などを
相談して
決定！

開 催

テーマ 数 2017 年度の おもな講座内容

食 20 パン・ケーキづくり、簡単料理教室、親子クッキング、食育、薬膳、
マクロビ、離乳食、天然酵母パン、スイーツなど

子育て支援 ９ ブックトーク、本とステキに出合えたら、わらべうたで子育てを、
おはなし会、心ほぐし 体ほぐしなど

高齢者支援 4 認知症サポーター養成、療育・音楽療法など

健康づくり ９ 人と食と土のつながり、姿勢、足裏、体操、アロマ、笑いヨガなど

趣味 14
ポーセラーツ、編み物、フラワーアレンジメント、トールペイント、
ドライプリザーブドフラワーのリース、着付け、アロマセラピー、
デジカメ講座でワーコレ体験など

環境 6 せっけんの使い方、地球にやさしいくらし方、「子どもを化学物
質から守る」など

その他 9 家計のチェック、葬儀について、フェアトレード（ヘナ講習など）、
成年後見制度、「生活支援」の上手な使い方など

ビオサポ １ 柏・千葉・佐倉・松戸・市原・ベイブロックビオサポマイスター
による講座

　　2017年度の
コミュニケーションひろば

　2017 年度は、7 講座新設で 10 講
座は継続せず、72講座になります（下
表）。今年度より、エッコロ制度のコ
ミュニケーションひろば開催への助成

は廃止となりますが、開催費用の補助
はブロックで予算化しています。
　ダイジェスト版＊を配布します（デ
ポーはデポーフロアにあります）。本
冊子はブロックにありますので、詳細
について知りたい方は、センター・デ
ポーフロアへ問い合わせてください。

みなさん、こんにちは！
お友だちとのおしゃべり会、楽しいですね。
でもちょっと、テーマを決めて講座や体験会のような
ものができれば、もっと内容も豊富になりたくさんの人
と交流が持てるかもしれませんね。
コミュニケーションひろばは、そんな思いでつくられ、
楽しい・ためになる講座が集まっています。
ぜひ、みなさんで楽しく活用し、仲間づくりや地域での
交流に役立ててください。

 

コミュニケーションひろば
　　　　　2017年度ダイジェスト版

お友だちもさそって　さあ  トライ！　

＊ダイジェスト版（B4) は 4 月 10 日から配布予定。

生活クラブ千葉 HP　検索

→生活クラブ千葉のとりくみ→暮らしの
とりくみ→コミュニケーションひろば

＊ダイジェスト版を掲載
＊ブロックへの本冊子の請求
＊講座の申し込み　　　　できます。

生活クラブ千葉 HP　検索

＊講座は有料のものだけでなく、無料のもの（下線）もあります。2017.3.9 現在

個人開催 OK!
主催代表者は組合員、4 人以上で。

生活クラブ千葉 HP から あるいは、
各ブロックのセンターへ tel（表紙参照）。

簡単な報告書を提出。
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　地域活動を豊かに、また活性化する
ツールとして、コミュニケーションひ
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分類 実施
回数

開催講座数 /
登録講座数

参加人数 加入
主催者 組合員 員外 子ども 合計

食 30 　12/19 117 206 27 40 390 1
子 5 　  4/10 12 28 18 40 98 0

高齢 2       1/4 3 25 1 0 29 0
健康 14       4/10 47 98 7 0 152 1
趣味 24       8/17 66 156 26 57 295 2
環境 5       3/6 20 42 19 24 105 0

その他 4       2/9 9 49 1 0 59 0
ビオサポ 20 5 ブロック 39 167 9 20 234 3

合計 104 34/76 313 771 108 181 1373 7

 2016 年度の講座種別実績

開催日：7 月 5 日
主催：柏ブロック
講座名：若返りプラチナ体操
講師：岸 真規子さん

開催日：11 月 4 日
主催：ベイブロック・
　　　コミュニティ Aide
講座名：パン＆ケーキ＆パスタづくり
講師：大塚弘子さん

開催日：7 月 29 日
主催：柏ブロック
講座名：着付け教室
講師：斉藤孝子さん

2016 年度 の
コミュニケーションひろば から

  食 １

 趣 6

健 15

コミュニケーションひろば 
講座や体験会の開催を虹の街（ブロック）がお手伝いします。

年度（講座数） 開催数 / 延べ
（個人/COM開催）

参加人数 加入総数（子含む）うち員外
2012（58） 42（6/0） 693（117） 102 0
2013（62）   58（15/0）     649（44） 125 8
2014（66）    83（3/7）    1165（178）   98 9
2015（73） 103（6/13）   1673（211） 170 19
2016（76) 104（0/11）   1373（181) 108 7

2012 ～ 16 年度の開催回数と参加実績

2016.3.9 現在

開催日：4 月 22 日
主催：佐倉ブロック・コミュニティ
　　   ポーセラーツクラブ
講座名：ポーセラーツ体験教室
講師：大柳ひとみさん

 趣１
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特　集

チャレンジ
したい

講座がある！

ブロックへ
連絡する！

日程などを
相談して
決定！

開 催

テーマ 数 2017 年度の おもな講座内容

食 20 パン・ケーキづくり、簡単料理教室、親子クッキング、食育、薬膳、
マクロビ、離乳食、天然酵母パン、スイーツなど

子育て支援 ９ ブックトーク、本とステキに出合えたら、わらべうたで子育てを、
おはなし会、心ほぐし 体ほぐしなど

高齢者支援 4 認知症サポーター養成、療育・音楽療法など

健康づくり ９ 人と食と土のつながり、姿勢、足裏、体操、アロマ、笑いヨガなど

趣味 14
ポーセラーツ、編み物、フラワーアレンジメント、トールペイント、
ドライプリザーブドフラワーのリース、着付け、アロマセラピー、
デジカメ講座でワーコレ体験など

環境 6 せっけんの使い方、地球にやさしいくらし方、「子どもを化学物
質から守る」など

その他 9 家計のチェック、葬儀について、フェアトレード（ヘナ講習など）、
成年後見制度、「生活支援」の上手な使い方など

ビオサポ １ 柏・千葉・佐倉・松戸・市原・ベイブロックビオサポマイスター
による講座

　　2017年度の
コミュニケーションひろば

　2017 年度は、7 講座新設で 10 講
座は継続せず、72講座になります（下
表）。今年度より、エッコロ制度のコ
ミュニケーションひろば開催への助成

は廃止となりますが、開催費用の補助
はブロックで予算化しています。
　ダイジェスト版＊を配布します（デ
ポーはデポーフロアにあります）。本
冊子はブロックにありますので、詳細
について知りたい方は、センター・デ
ポーフロアへ問い合わせてください。

みなさん、こんにちは！
お友だちとのおしゃべり会、楽しいですね。
でもちょっと、テーマを決めて講座や体験会のような
ものができれば、もっと内容も豊富になりたくさんの人
と交流が持てるかもしれませんね。
コミュニケーションひろばは、そんな思いでつくられ、
楽しい・ためになる講座が集まっています。
ぜひ、みなさんで楽しく活用し、仲間づくりや地域での
交流に役立ててください。

 

コミュニケーションひろば
　　　　　2017年度ダイジェスト版

お友だちもさそって　さあ  トライ！　

＊ダイジェスト版（B4) は 4 月 10 日から配布予定。

生活クラブ千葉 HP　検索

→生活クラブ千葉のとりくみ→暮らしの
とりくみ→コミュニケーションひろば

＊ダイジェスト版を掲載
＊ブロックへの本冊子の請求
＊講座の申し込み　　　　できます。

生活クラブ千葉 HP　検索

＊講座は有料のものだけでなく、無料のもの（下線）もあります。2017.3.9 現在

個人開催 OK!
主催代表者は組合員、4 人以上で。

生活クラブ千葉 HP から あるいは、
各ブロックのセンターへ tel（表紙参照）。

簡単な報告書を提出。
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ミニ特集　くらしと家計の相談室

　くらしのお金・家計のこと　　ひとりで悩んでいませんか？　

年度 総数 脱退（移動含） 加入
2011 35,276 4,294 3,670
2012 34,197 3,631 2,552
2013 33,636 3,225 2,664
2014 33,891 2,886 3,141
2015 35,071 2,379 3,559

＊相談できるのは千葉県にお住まいの方のみです。

　生活クラブ虹の街は、生活相談・家計再生支援
貸付事業を行っています。事業を始めるにあたり、
2014 年 6 月に組合員全員を対象に「くらしのア
ンケート」を行い、お金や生活のトラブルを経験

したことがある人が 33％、その時にだれにも相
談しなかった人が 19％でした。病気などになれ
ば生活困窮に陥る可能性があったり、相談する先
がない組合員がいる状況がわかりました。

  金融機関などから
お金を借りる前に まずは相談を！

　「ちょっとだけ、今回だけ、と少額が次第に積もっ
てしまったり、少しずつなら返せるからとリボル
ビング払いを始めたら、利子の返済に追われるこ
とになってしまったりと想像外のしくみに初めて
気がつくという方が多いようです。ですから、お
金を借りる前にまずは、相談してみてください」と、
くらしと家計の相談室　庄妙子さん。

・・・・・　こんな相談がありました↓

 大学の学費が不足、就職が決まったが 
 このままでは卒業できない！

奨学金の増額や公的な貸付の利用を提案。相談者の実
情に合わせ、卒業後の家計改善を確認して貸付支援。

教育
資金

 やむなく転職、給料の満額支給は２ヵ月後。
 生活費が不安！

１ヵ月の家計表を作成し必要金額を算出。家計改善の
アドバイスと無理のない返済計画で貸付。

生活
資金

 収入減！　リボ払いの利用で！

家計状況から解決方法を相談。毎月の返済をまとめ、
金利負担軽減、家計が改善できると判断し、貸付支援。

借金
問題

どなたでも ご相談は無料・相談内容の秘密は厳守します。まずはお電話ください。

くらしと家計の相談室

tel：043-202-1471
受付時間　10：00 ～ 17：00

（日曜・祝日を除く）

〒 260-0013　
千葉市中央区中央３- ９- ９
   エレル千葉中央ビル 304
　　　　  （中央区役所となり）
http://kurashitokakei.jp

 返済金利が高い契約で、なかなか元本が減らない！
 生協金利は 年 9.0％

家計に資金が必要な場合、借り入れ金利は大変重要で
す。より低い金利で借りるために、まずはご相談を。

借入
相談

ご
相
談
の
流
れ

電
話
で
面
談
予
約

面

　
談
・
家
計
相
談

アドバイス

ご融資の相談

＊クレジットカードのリボ払いやカードローンの借り入れ金利は
　おおむね 15％程度。
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ミニ特集　おもしろ野菜クラブ

2017 年度 おもしろ野菜クラブ今年もやります！お
も
し
ろ
野
菜
ク
ラ
ブ

　・ト
マ
ト
の
学
校

　
・
田
ん
ぼ
の
学
校

　
・
や
さ
い
の
学
校

２
０
１
７
年
度
も
開
校
し
ま
す

　
　
　
　
　
　みな
さ
ん
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

産地を訪れ生産者との交流を通して国内の農業、畑や田んぼの価値

を再確認してみることを目的とした企画です。生産者のお話しだけ

でなく、実際に野菜を植えたり、稲刈りなどの収穫をしたり、いろ

いろな体験のできる楽しく有意義な活動です。

田んぼの学校

「ちばあさひ米」の産地で、お米がど
うやってつくられているか、また生産
者の思いも実感できる学校です。
①スケジュール
・田植え　5/6（土）
・稲刈り　9/9（土）
②参加費：無料
　定員：100 人
　（大人・子ども合わせて）

＊稲刈りは別途募集します。

・参加申込書は別ちらしにて、申込みを締め切っ

ていますが、定員に満たない場合は参加できます

ので、担当までお問い合わせください。

担当：業務部　柴山　043-278-7693

＊写真は 2016 年度のおもしろ野菜クラブﾞのようすです。

お
も
し
ろ
野
菜
ク
ラ
ブ

今年は、生活クラブ風の村とんぼ舎さく
らの福祉農園で行います。

やさいの学校

農事組合法人 さんぶ野菜ネットワーク

種まきや収穫を通じて親子で農業を身
近に感じる体験に加え、自分たちで収
穫したものを女性部と交流をしながら
調理します。有機野菜のおいしさが味
わえます。
①スケジュール（全 2 回）
・種まき・植定　4/23（日）
　ほうれん草・小松菜・ラディッシュ・
　などを予定
・収穫・調理昼食交流会　6/4（日）
　メニュー：まつり寿司・豚汁・サラ
　ダ・デザートなど予定
＊両日 10：00 さんぶ野菜ネットワーク

　事務所集合（山武市埴谷 1881-1）

②参加費：大人 1,500 円
　　　　　小学生以上 1,000 円
　（２回で 1 企画とし、収穫した野菜の持

　ち帰り・2 回目調理材料費含む）

　定員：30 人（大人・子ども合わせて）

トマトの学校

国産加工用トマトの定植・収
穫体験を（ケチャップづくりも）
行います。
①スケジュール
・加工用トマトの定植　4/29（土）
　10：00 ～ 12：00 頃
・加工用トマトの収穫　8/5（土）

　10：00 ～ 12：30 頃

②参加費：無料
　定員：5 家族 20 人程度
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てしまったり、少しずつなら返せるからとリボル
ビング払いを始めたら、利子の返済に追われるこ
とになってしまったりと想像外のしくみに初めて
気がつくという方が多いようです。ですから、お
金を借りる前にまずは、相談してみてください」と、
くらしと家計の相談室　庄妙子さん。

・・・・・　こんな相談がありました↓

 大学の学費が不足、就職が決まったが 
 このままでは卒業できない！

奨学金の増額や公的な貸付の利用を提案。相談者の実
情に合わせ、卒業後の家計改善を確認して貸付支援。

教育
資金

 やむなく転職、給料の満額支給は２ヵ月後。
 生活費が不安！

１ヵ月の家計表を作成し必要金額を算出。家計改善の
アドバイスと無理のない返済計画で貸付。

生活
資金

 収入減！　リボ払いの利用で！

家計状況から解決方法を相談。毎月の返済をまとめ、
金利負担軽減、家計が改善できると判断し、貸付支援。

借金
問題

どなたでも ご相談は無料・相談内容の秘密は厳守します。まずはお電話ください。

くらしと家計の相談室

tel：043-202-1471
受付時間　10：00 ～ 17：00

（日曜・祝日を除く）

〒 260-0013　
千葉市中央区中央３- ９- ９
   エレル千葉中央ビル 304
　　　　  （中央区役所となり）
http://kurashitokakei.jp

 返済金利が高い契約で、なかなか元本が減らない！
 生協金利は 年 9.0％

家計に資金が必要な場合、借り入れ金利は大変重要で
す。より低い金利で借りるために、まずはご相談を。

借入
相談

ご
相
談
の
流
れ

電
話
で
面
談
予
約

面

　
談
・
家
計
相
談

アドバイス

ご融資の相談

＊クレジットカードのリボ払いやカードローンの借り入れ金利は
　おおむね 15％程度。

1704④⑤　3.indd   2 2017/03/17   10:01:57

コルザ 2017 年４月号 No.381（5）

ミニ特集　おもしろ野菜クラブ

2017 年度 おもしろ野菜クラブ今年もやります！お
も
し
ろ
野
菜
ク
ラ
ブ

　・ト
マ
ト
の
学
校

　
・
田
ん
ぼ
の
学
校

　
・
や
さ
い
の
学
校

２
０
１
７
年
度
も
開
校
し
ま
す

　
　
　
　
　
　みな
さ
ん
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

産地を訪れ生産者との交流を通して国内の農業、畑や田んぼの価値

を再確認してみることを目的とした企画です。生産者のお話しだけ

でなく、実際に野菜を植えたり、稲刈りなどの収穫をしたり、いろ

いろな体験のできる楽しく有意義な活動です。

田んぼの学校

「ちばあさひ米」の産地で、お米がど
うやってつくられているか、また生産
者の思いも実感できる学校です。
①スケジュール
・田植え　5/6（土）
・稲刈り　9/9（土）
②参加費：無料
　定員：100 人
　（大人・子ども合わせて）

＊稲刈りは別途募集します。

・参加申込書は別ちらしにて、申込みを締め切っ

ていますが、定員に満たない場合は参加できます

ので、担当までお問い合わせください。

担当：業務部　柴山　043-278-7693

＊写真は 2016 年度のおもしろ野菜クラブﾞのようすです。

お
も
し
ろ
野
菜
ク
ラ
ブ

今年は、生活クラブ風の村とんぼ舎さく
らの福祉農園で行います。

やさいの学校

農事組合法人 さんぶ野菜ネットワーク

種まきや収穫を通じて親子で農業を身
近に感じる体験に加え、自分たちで収
穫したものを女性部と交流をしながら
調理します。有機野菜のおいしさが味
わえます。
①スケジュール（全 2 回）
・種まき・植定　4/23（日）
　ほうれん草・小松菜・ラディッシュ・
　などを予定
・収穫・調理昼食交流会　6/4（日）
　メニュー：まつり寿司・豚汁・サラ
　ダ・デザートなど予定
＊両日 10：00 さんぶ野菜ネットワーク

　事務所集合（山武市埴谷 1881-1）

②参加費：大人 1,500 円
　　　　　小学生以上 1,000 円
　（２回で 1 企画とし、収穫した野菜の持

　ち帰り・2 回目調理材料費含む）

　定員：30 人（大人・子ども合わせて）

トマトの学校

国産加工用トマトの定植・収
穫体験を（ケチャップづくりも）
行います。
①スケジュール
・加工用トマトの定植　4/29（土）
　10：00 ～ 12：00 頃
・加工用トマトの収穫　8/5（土）

　10：00 ～ 12：30 頃

②参加費：無料
　定員：5 家族 20 人程度
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夢風ブランド開発活動発表会

　秋田県にかほ市に生活クラブ風車
「夢風」を建設して今年で５周年。風
車の発電だけではなく、首都圏４単
協＊ではにかほ市の特産品を消費材と
して取り組む活動を 2015 年から始
め、16 年夢風ブランドとして消費材
デビューしました。その開発活動発表
会が１月 28 日、生活クラブ神奈川オ
ルタナティブ生活館で開催され、虹の
街から 11 人が参加しました。
　にかほ市総務部企画課課長の佐々木
俊哉さんより、風車「夢風」を通じた
生活クラブとの繫がりによって経済的
効果や地域の活性化に対し感謝の挨拶。
にかほの生産者からも、初めての注文
が用意していた以上だったため、他の
製造ラインを全て停止して生活クラブ
用の出荷作業をしたなど、うれしいパ
ニックになった話に会場から笑いが。
　基調講演の、名古屋大学大学院環境
学研究科教授の丸山康司さんから「数
字で見える効果はもちろんのこと、夢
風ブランドの開発は、組合員からの率
直な意見を聞くことで生産者も刺激を

受けたり、交流することでコミュニ
ケーションや期待・未来の希望に繫が
る数字で見えない効果を生み出してい
る。夢風はただの風車ではないですね」。
　改めて生活クラブが大事にしている
サステイナブルな精神が活かされてい
ることに心が熱くなりました。
　各単協の活動は、にかほを訪問・製
造工程を視察し、試作を重ねたようす
をパワーポイントで発表。開発品を
使ったレシピの提案では、東京単協
の「タラーメン」は、鍋料理にスープ
を使い最後に麺を入れる、夏のつけ麺
もおいしいとのことでした。神奈川単
協は「飛

ひ ら い ず み

良泉純米大吟醸　夢風」に続
く「はたはたおいる漬け」の発表。三
浦米太郎商店の三浦さんは「おいる漬
けの開発に７年かかりました。NON-
GM のなたね油が手に入らず、生活ク
ラブとの出会いで消費材のオリーブオ
イルとなたね油に出会い、替えること
ができ、味も安全性もさらにアップし
ました」。炊き立てご飯に、はたはた
おいる漬け、粉チーズとかつお細けず
りをかけた試食は絶品。６月から利用
できるので、楽しみです。

　埼玉単協の「べっぴんさんいちじく」
は、パイ包みにしたり、生ハムで巻い
たり、刻んでなますに混ぜたり。シロッ
プも捨てずに牛乳に混ぜたり、甘味の
調味料として使えます。
　千葉単協で開発した「鱈しょっつ
る」は従来の中身は変わらず、ペット
ボトルからびんへ変更。ラベルも環境
委員会メンバーで選考しました。スー
プは、鱈しょっつる大さじ１に対し
て水 300cc を目安にお好みの野菜で、
米２合に対し鱈しょっつる大さじ１の
たっぷりの野菜の炊き込みご飯もおす
すめです。納豆や豆腐に垂らすなど、
あらゆる料理の隠し味に少量で味が引
き締まります。風車の街にかほ市との
繫がりを大切にし電気の共同購入と共
にアピールしていきたいです。

環境委員　東條絵美

第 41 回通常総代会役員選挙についてお知らせ

　2017 年 6 月 22 日（木）に開催する当組合の第 41 回通常総代会にお
いて、役員選挙を行います。定款及び役員選挙規約に基づき、以下のと
おりお知らせします。

記

選挙する役員の選挙区分、選挙区ごとの定数：
　理事 29 名（全体区 11 名・柏 3 名・千葉 3 名・佐倉３名・松戸３名・
　市原３名・ベイ３名・）、監事３名です。
立候補受付期間：2017 年 4 月 10 日（月）～ 4 月 14 日（金）
立候補受付方法：所定用紙に記入し理事会事務局へ提出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2017 年４月３日　理事会

＊首都圏４単協：東京・神奈川・埼玉・千葉

夢風ブランド開発活動発表会
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社会的養護のこどものくらしと
自立を考えるシンポジウム

　２月 11 日、千葉市中央区のビジネ
ス支援センターにて、「社会的養護の
こどものくらしと自立を考えるシンポ
ジウム」が開催されました。これは、
広く社会的養護を推進することを目的
に活動する NPO 法人ちばこどもおう
えんだん *1 が、「こども・若者未来基金」
設立記念として開催したものです。
　生活クラブ虹の街は、同法人の理事
として、また基金運営委員会のメン
バーとして参加しています。この活動
には、県内の複数の生協が参加してお
り、生協の社会的使命の発揮と、多く

の組合員の参加の窓口となることに、
大きな期待が寄せられています。
　当日は、基金運営委員長である、放
送大学副学長の宮本みち子さんの問題
提起に始まり、副委員長である、生活
クラブ風の村理事長の池田徹さんによ
る、基金の概要説明がありました。
後半のリレートーク「社会的養護下の
子どもたちのくらしと自立」では、児
童養護施設、自立援助ホーム、ファミ
リーホーム、里親、支援組織と社会的
養護の実践者の話が続きました。　
　生活クラブ虹の街も、片桐浩章専務
理事よりこれまでの支援活動（震災復
興支援、発展途上国の子ども支援、児
童養護施設支援、生活困窮者支援、こ
ども食堂支援など）の報告、組合員の
力の大きさと生協が窓口となることの
優位性について話しました。
　次年度は基金に活用する寄付を組合
員の皆さんにもお願いすることになり
ます。ご協力、よろしくお願いします。

福祉・たすけあい事業部

こども食堂基金への寄付報告

　こども食堂基金への寄付ありがとう
ございました。
　虹の街では、地域のこども食堂の
運営支援をすすめています。2017 年
1 月、地域のこども食堂に助成する資
金の寄付を、組合員の皆さんにお願
いしたところ、ちらしから 1,002 人
1,380,500 円、デポーに置いたカンパ
箱には 45,540 円、合わせて 1,426,040
円の寄付が集まりました。
　・柏ブロック　　363,500 円
　・千葉ブロック　251,000 円
　・佐倉ブロック　180,000 円
　・松戸ブロック　200,000 円
　・市原ブロック　235,000 円
　・ベイブロック　135,000 円
　・デポー（ちらし＋カンパ箱）　61,540 円
　現在、こども食堂からの助成申請を
受け付けています。助成内容が決定後、
別途お知らせします。   
                          福祉・たすけあい事業部
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*1 ちばこどもおうえんだんのお知らせは 14 ページに。　*2 組合員投票には 717 人が参加。第 1 位は、“あびこプラス・ワン” で、満額助成でした。

こども食堂基金への寄付報告社会的養護のこどものくらしと
自立を考えるシンポジウム

2016 エッコロ福祉基金一般助成

　2016 年度エッコロ福祉基金におい
て、一般助成は上限を 200 万円、公益
財団法人ちばの WA 地域づくり基金に
寄付・冠ファンドとしての運営を申請
することを、理事会で決定しました。
　2016 年 11 月 1 日 ～ 15 日 の 申 請

期間に 12 事業の応募がありましたが、
１団体が対象外となり、12 月に組合
員投票 *2 を実施。その後１団体が辞退、
10 団体で 1 月 23 日に第一次審査が行
われ、９団体に絞られました。審査会
には、虹の街から選考委員２人が投票
結果をもって参加しました。17 年 2
月 18 日、公開プレゼンテーションと

ヒアリングをもとに最終審査が行われ、
９事業が助成団体に決定しました。
　ちばの WA 地域づくり基金選考委員
会の決定を受け、虹の街理事会は管理
規定に従い 2016 年度エッコロ福祉基
金一般助成として、表の９事業・助成
総額 200 万円を決定しました。

福祉・たすけあい事業部

団体名 所在地 事業名 助成額
NPO 法人 世界のともだち 船橋市 ホームスタートを始めるための開催準備事業 300,000
NPO 法人 ちば MD エコネット 船橋市 バリアフリーのカフェづくり ( 入口スロープ設置 ) 200,000

NPO 法人 こども子育て・発達支援研究会 松戸市 障害のある子どもを持つ保護者に向けた「ライフサ
ポートファイルの活用」普及事業 210,000

One Step 船橋市 団体の知名度向上及び訪問美容活動の充実化 220,000

NPO 法人 B-Net 子どもセンター 酒々井町 第 11 回 B-Net 子ども夏祭り～みんな巻き込め 祭り
だわっしょい～ 150,000

NPO 法人 ほっとすぺーす・つき 佐倉市 居場所事業・訪問事業 160,000
NPO 法人 市川子ども文化ステーション 市川市 小学生の放課後の居場所づくり整備事業 300,000
キャロットクラブ
～認知症になっても安心して暮らそう会～ 富里市 認知症当事者による講演会 160,000

我孫子自主夜間中学 “あびこプラス・ワン” 我孫子市 子どもから大人の中学までの学びと学び直しを支援
する教室の運営事業 300,000

合計（円） 2,000,000

2016 エッコロ福祉基金一般助成
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夢風ブランド開発活動発表会

　秋田県にかほ市に生活クラブ風車
「夢風」を建設して今年で５周年。風
車の発電だけではなく、首都圏４単
協＊ではにかほ市の特産品を消費材と
して取り組む活動を 2015 年から始
め、16 年夢風ブランドとして消費材
デビューしました。その開発活動発表
会が１月 28 日、生活クラブ神奈川オ
ルタナティブ生活館で開催され、虹の
街から 11 人が参加しました。
　にかほ市総務部企画課課長の佐々木
俊哉さんより、風車「夢風」を通じた
生活クラブとの繫がりによって経済的
効果や地域の活性化に対し感謝の挨拶。
にかほの生産者からも、初めての注文
が用意していた以上だったため、他の
製造ラインを全て停止して生活クラブ
用の出荷作業をしたなど、うれしいパ
ニックになった話に会場から笑いが。
　基調講演の、名古屋大学大学院環境
学研究科教授の丸山康司さんから「数
字で見える効果はもちろんのこと、夢
風ブランドの開発は、組合員からの率
直な意見を聞くことで生産者も刺激を

受けたり、交流することでコミュニ
ケーションや期待・未来の希望に繫が
る数字で見えない効果を生み出してい
る。夢風はただの風車ではないですね」。
　改めて生活クラブが大事にしている
サステイナブルな精神が活かされてい
ることに心が熱くなりました。
　各単協の活動は、にかほを訪問・製
造工程を視察し、試作を重ねたようす
をパワーポイントで発表。開発品を
使ったレシピの提案では、東京単協
の「タラーメン」は、鍋料理にスープ
を使い最後に麺を入れる、夏のつけ麺
もおいしいとのことでした。神奈川単
協は「飛

ひ ら い ず み

良泉純米大吟醸　夢風」に続
く「はたはたおいる漬け」の発表。三
浦米太郎商店の三浦さんは「おいる漬
けの開発に７年かかりました。NON-
GM のなたね油が手に入らず、生活ク
ラブとの出会いで消費材のオリーブオ
イルとなたね油に出会い、替えること
ができ、味も安全性もさらにアップし
ました」。炊き立てご飯に、はたはた
おいる漬け、粉チーズとかつお細けず
りをかけた試食は絶品。６月から利用
できるので、楽しみです。

　埼玉単協の「べっぴんさんいちじく」
は、パイ包みにしたり、生ハムで巻い
たり、刻んでなますに混ぜたり。シロッ
プも捨てずに牛乳に混ぜたり、甘味の
調味料として使えます。
　千葉単協で開発した「鱈しょっつ
る」は従来の中身は変わらず、ペット
ボトルからびんへ変更。ラベルも環境
委員会メンバーで選考しました。スー
プは、鱈しょっつる大さじ１に対し
て水 300cc を目安にお好みの野菜で、
米２合に対し鱈しょっつる大さじ１の
たっぷりの野菜の炊き込みご飯もおす
すめです。納豆や豆腐に垂らすなど、
あらゆる料理の隠し味に少量で味が引
き締まります。風車の街にかほ市との
繫がりを大切にし電気の共同購入と共
にアピールしていきたいです。

環境委員　東條絵美

第 41 回通常総代会役員選挙についてお知らせ

　2017 年 6 月 22 日（木）に開催する当組合の第 41 回通常総代会にお
いて、役員選挙を行います。定款及び役員選挙規約に基づき、以下のと
おりお知らせします。

記

選挙する役員の選挙区分、選挙区ごとの定数：
　理事 29 名（全体区 11 名・柏 3 名・千葉 3 名・佐倉３名・松戸３名・
　市原３名・ベイ３名・）、監事３名です。
立候補受付期間：2017 年 4 月 10 日（月）～ 4 月 14 日（金）
立候補受付方法：所定用紙に記入し理事会事務局へ提出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2017 年４月３日　理事会

＊首都圏４単協：東京・神奈川・埼玉・千葉

夢風ブランド開発活動発表会
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社会的養護のこどものくらしと
自立を考えるシンポジウム

　２月 11 日、千葉市中央区のビジネ
ス支援センターにて、「社会的養護の
こどものくらしと自立を考えるシンポ
ジウム」が開催されました。これは、
広く社会的養護を推進することを目的
に活動する NPO 法人ちばこどもおう
えんだん *1 が、「こども・若者未来基金」
設立記念として開催したものです。
　生活クラブ虹の街は、同法人の理事
として、また基金運営委員会のメン
バーとして参加しています。この活動
には、県内の複数の生協が参加してお
り、生協の社会的使命の発揮と、多く

の組合員の参加の窓口となることに、
大きな期待が寄せられています。
　当日は、基金運営委員長である、放
送大学副学長の宮本みち子さんの問題
提起に始まり、副委員長である、生活
クラブ風の村理事長の池田徹さんによ
る、基金の概要説明がありました。
後半のリレートーク「社会的養護下の
子どもたちのくらしと自立」では、児
童養護施設、自立援助ホーム、ファミ
リーホーム、里親、支援組織と社会的
養護の実践者の話が続きました。　
　生活クラブ虹の街も、片桐浩章専務
理事よりこれまでの支援活動（震災復
興支援、発展途上国の子ども支援、児
童養護施設支援、生活困窮者支援、こ
ども食堂支援など）の報告、組合員の
力の大きさと生協が窓口となることの
優位性について話しました。
　次年度は基金に活用する寄付を組合
員の皆さんにもお願いすることになり
ます。ご協力、よろしくお願いします。

福祉・たすけあい事業部

こども食堂基金への寄付報告

　こども食堂基金への寄付ありがとう
ございました。
　虹の街では、地域のこども食堂の
運営支援をすすめています。2017 年
1 月、地域のこども食堂に助成する資
金の寄付を、組合員の皆さんにお願
いしたところ、ちらしから 1,002 人
1,380,500 円、デポーに置いたカンパ
箱には 45,540 円、合わせて 1,426,040
円の寄付が集まりました。
　・柏ブロック　　363,500 円
　・千葉ブロック　251,000 円
　・佐倉ブロック　180,000 円
　・松戸ブロック　200,000 円
　・市原ブロック　235,000 円
　・ベイブロック　135,000 円
　・デポー（ちらし＋カンパ箱）　61,540 円
　現在、こども食堂からの助成申請を
受け付けています。助成内容が決定後、
別途お知らせします。   
                          福祉・たすけあい事業部

コルザ 2017 年４月号 No.381（7）

活動ファイル

*1 ちばこどもおうえんだんのお知らせは 14 ページに。　*2 組合員投票には 717 人が参加。第 1 位は、“あびこプラス・ワン” で、満額助成でした。

こども食堂基金への寄付報告社会的養護のこどものくらしと
自立を考えるシンポジウム

2016 エッコロ福祉基金一般助成

　2016 年度エッコロ福祉基金におい
て、一般助成は上限を 200 万円、公益
財団法人ちばの WA 地域づくり基金に
寄付・冠ファンドとしての運営を申請
することを、理事会で決定しました。
　2016 年 11 月 1 日 ～ 15 日 の 申 請

期間に 12 事業の応募がありましたが、
１団体が対象外となり、12 月に組合
員投票 *2 を実施。その後１団体が辞退、
10 団体で 1 月 23 日に第一次審査が行
われ、９団体に絞られました。審査会
には、虹の街から選考委員２人が投票
結果をもって参加しました。17 年 2
月 18 日、公開プレゼンテーションと

ヒアリングをもとに最終審査が行われ、
９事業が助成団体に決定しました。
　ちばの WA 地域づくり基金選考委員
会の決定を受け、虹の街理事会は管理
規定に従い 2016 年度エッコロ福祉基
金一般助成として、表の９事業・助成
総額 200 万円を決定しました。

福祉・たすけあい事業部

団体名 所在地 事業名 助成額
NPO 法人 世界のともだち 船橋市 ホームスタートを始めるための開催準備事業 300,000
NPO 法人 ちば MD エコネット 船橋市 バリアフリーのカフェづくり ( 入口スロープ設置 ) 200,000

NPO 法人 こども子育て・発達支援研究会 松戸市 障害のある子どもを持つ保護者に向けた「ライフサ
ポートファイルの活用」普及事業 210,000

One Step 船橋市 団体の知名度向上及び訪問美容活動の充実化 220,000

NPO 法人 B-Net 子どもセンター 酒々井町 第 11 回 B-Net 子ども夏祭り～みんな巻き込め 祭り
だわっしょい～ 150,000

NPO 法人 ほっとすぺーす・つき 佐倉市 居場所事業・訪問事業 160,000
NPO 法人 市川子ども文化ステーション 市川市 小学生の放課後の居場所づくり整備事業 300,000
キャロットクラブ
～認知症になっても安心して暮らそう会～ 富里市 認知症当事者による講演会 160,000

我孫子自主夜間中学 “あびこプラス・ワン” 我孫子市 子どもから大人の中学までの学びと学び直しを支援
する教室の運営事業 300,000

合計（円） 2,000,000

2016 エッコロ福祉基金一般助成
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お知らせ・活動ファイル

夢風ブランド開発活動発表会

　秋田県にかほ市に生活クラブ風車
「夢風」を建設して今年で５周年。風
車の発電だけではなく、首都圏４単
協＊ではにかほ市の特産品を消費材と
して取り組む活動を 2015 年から始
め、16 年夢風ブランドとして消費材
デビューしました。その開発活動発表
会が１月 28 日、生活クラブ神奈川オ
ルタナティブ生活館で開催され、虹の
街から 11 人が参加しました。
　にかほ市総務部企画課課長の佐々木
俊哉さんより、風車「夢風」を通じた
生活クラブとの繫がりによって経済的
効果や地域の活性化に対し感謝の挨拶。
にかほの生産者からも、初めての注文
が用意していた以上だったため、他の
製造ラインを全て停止して生活クラブ
用の出荷作業をしたなど、うれしいパ
ニックになった話に会場から笑いが。
　基調講演の、名古屋大学大学院環境
学研究科教授の丸山康司さんから「数
字で見える効果はもちろんのこと、夢
風ブランドの開発は、組合員からの率
直な意見を聞くことで生産者も刺激を

受けたり、交流することでコミュニ
ケーションや期待・未来の希望に繫が
る数字で見えない効果を生み出してい
る。夢風はただの風車ではないですね」。
　改めて生活クラブが大事にしている
サステイナブルな精神が活かされてい
ることに心が熱くなりました。
　各単協の活動は、にかほを訪問・製
造工程を視察し、試作を重ねたようす
をパワーポイントで発表。開発品を
使ったレシピの提案では、東京単協
の「タラーメン」は、鍋料理にスープ
を使い最後に麺を入れる、夏のつけ麺
もおいしいとのことでした。神奈川単
協は「飛

ひ ら い ず み

良泉純米大吟醸　夢風」に続
く「はたはたおいる漬け」の発表。三
浦米太郎商店の三浦さんは「おいる漬
けの開発に７年かかりました。NON-
GM のなたね油が手に入らず、生活ク
ラブとの出会いで消費材のオリーブオ
イルとなたね油に出会い、替えること
ができ、味も安全性もさらにアップし
ました」。炊き立てご飯に、はたはた
おいる漬け、粉チーズとかつお細けず
りをかけた試食は絶品。６月から利用
できるので、楽しみです。

　埼玉単協の「べっぴんさんいちじく」
は、パイ包みにしたり、生ハムで巻い
たり、刻んでなますに混ぜたり。シロッ
プも捨てずに牛乳に混ぜたり、甘味の
調味料として使えます。
　千葉単協で開発した「鱈しょっつ
る」は従来の中身は変わらず、ペット
ボトルからびんへ変更。ラベルも環境
委員会メンバーで選考しました。スー
プは、鱈しょっつる大さじ１に対し
て水 300cc を目安にお好みの野菜で、
米２合に対し鱈しょっつる大さじ１の
たっぷりの野菜の炊き込みご飯もおす
すめです。納豆や豆腐に垂らすなど、
あらゆる料理の隠し味に少量で味が引
き締まります。風車の街にかほ市との
繫がりを大切にし電気の共同購入と共
にアピールしていきたいです。

環境委員　東條絵美

第 41 回通常総代会役員選挙についてお知らせ

　2017 年 6 月 22 日（木）に開催する当組合の第 41 回通常総代会にお
いて、役員選挙を行います。定款及び役員選挙規約に基づき、以下のと
おりお知らせします。

記

選挙する役員の選挙区分、選挙区ごとの定数：
　理事 29 名（全体区 11 名・柏 3 名・千葉 3 名・佐倉３名・松戸３名・
　市原３名・ベイ３名・）、監事３名です。
立候補受付期間：2017 年 4 月 10 日（月）～ 4 月 14 日（金）
立候補受付方法：所定用紙に記入し理事会事務局へ提出してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2017 年４月３日　理事会

＊首都圏４単協：東京・神奈川・埼玉・千葉

夢風ブランド開発活動発表会
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社会的養護のこどものくらしと
自立を考えるシンポジウム

　２月 11 日、千葉市中央区のビジネ
ス支援センターにて、「社会的養護の
こどものくらしと自立を考えるシンポ
ジウム」が開催されました。これは、
広く社会的養護を推進することを目的
に活動する NPO 法人ちばこどもおう
えんだん *1 が、「こども・若者未来基金」
設立記念として開催したものです。
　生活クラブ虹の街は、同法人の理事
として、また基金運営委員会のメン
バーとして参加しています。この活動
には、県内の複数の生協が参加してお
り、生協の社会的使命の発揮と、多く

の組合員の参加の窓口となることに、
大きな期待が寄せられています。
　当日は、基金運営委員長である、放
送大学副学長の宮本みち子さんの問題
提起に始まり、副委員長である、生活
クラブ風の村理事長の池田徹さんによ
る、基金の概要説明がありました。
後半のリレートーク「社会的養護下の
子どもたちのくらしと自立」では、児
童養護施設、自立援助ホーム、ファミ
リーホーム、里親、支援組織と社会的
養護の実践者の話が続きました。　
　生活クラブ虹の街も、片桐浩章専務
理事よりこれまでの支援活動（震災復
興支援、発展途上国の子ども支援、児
童養護施設支援、生活困窮者支援、こ
ども食堂支援など）の報告、組合員の
力の大きさと生協が窓口となることの
優位性について話しました。
　次年度は基金に活用する寄付を組合
員の皆さんにもお願いすることになり
ます。ご協力、よろしくお願いします。

福祉・たすけあい事業部

こども食堂基金への寄付報告

　こども食堂基金への寄付ありがとう
ございました。
　虹の街では、地域のこども食堂の
運営支援をすすめています。2017 年
1 月、地域のこども食堂に助成する資
金の寄付を、組合員の皆さんにお願
いしたところ、ちらしから 1,002 人
1,380,500 円、デポーに置いたカンパ
箱には 45,540 円、合わせて 1,426,040
円の寄付が集まりました。
　・柏ブロック　　363,500 円
　・千葉ブロック　251,000 円
　・佐倉ブロック　180,000 円
　・松戸ブロック　200,000 円
　・市原ブロック　235,000 円
　・ベイブロック　135,000 円
　・デポー（ちらし＋カンパ箱）　61,540 円
　現在、こども食堂からの助成申請を
受け付けています。助成内容が決定後、
別途お知らせします。   
                          福祉・たすけあい事業部
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*1 ちばこどもおうえんだんのお知らせは 14 ページに。　*2 組合員投票には 717 人が参加。第 1 位は、“あびこプラス・ワン” で、満額助成でした。

こども食堂基金への寄付報告社会的養護のこどものくらしと
自立を考えるシンポジウム

2016 エッコロ福祉基金一般助成

　2016 年度エッコロ福祉基金におい
て、一般助成は上限を 200 万円、公益
財団法人ちばの WA 地域づくり基金に
寄付・冠ファンドとしての運営を申請
することを、理事会で決定しました。
　2016 年 11 月 1 日 ～ 15 日 の 申 請

期間に 12 事業の応募がありましたが、
１団体が対象外となり、12 月に組合
員投票 *2 を実施。その後１団体が辞退、
10 団体で 1 月 23 日に第一次審査が行
われ、９団体に絞られました。審査会
には、虹の街から選考委員２人が投票
結果をもって参加しました。17 年 2
月 18 日、公開プレゼンテーションと

ヒアリングをもとに最終審査が行われ、
９事業が助成団体に決定しました。
　ちばの WA 地域づくり基金選考委員
会の決定を受け、虹の街理事会は管理
規定に従い 2016 年度エッコロ福祉基
金一般助成として、表の９事業・助成
総額 200 万円を決定しました。

福祉・たすけあい事業部

団体名 所在地 事業名 助成額
NPO 法人 世界のともだち 船橋市 ホームスタートを始めるための開催準備事業 300,000
NPO 法人 ちば MD エコネット 船橋市 バリアフリーのカフェづくり ( 入口スロープ設置 ) 200,000

NPO 法人 こども子育て・発達支援研究会 松戸市 障害のある子どもを持つ保護者に向けた「ライフサ
ポートファイルの活用」普及事業 210,000

One Step 船橋市 団体の知名度向上及び訪問美容活動の充実化 220,000

NPO 法人 B-Net 子どもセンター 酒々井町 第 11 回 B-Net 子ども夏祭り～みんな巻き込め 祭り
だわっしょい～ 150,000

NPO 法人 ほっとすぺーす・つき 佐倉市 居場所事業・訪問事業 160,000
NPO 法人 市川子ども文化ステーション 市川市 小学生の放課後の居場所づくり整備事業 300,000
キャロットクラブ
～認知症になっても安心して暮らそう会～ 富里市 認知症当事者による講演会 160,000

我孫子自主夜間中学 “あびこプラス・ワン” 我孫子市 子どもから大人の中学までの学びと学び直しを支援
する教室の運営事業 300,000

合計（円） 2,000,000

2016 エッコロ福祉基金一般助成
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　７月のデポー浦安のリニューアルに
向け、地域のより多くの人にデポー浦
安を知ってもらい、仲間を増やし、リ
ニューアルを盛り上げることを目的に
浦安バザールを企画。
　２月 25 日、豚肉生産者の（株）平
田牧場の高山博喜さんと酒井浩太さん、
野菜生産者（株）AIC の中込靖倫さ
んを迎え、「豚肩ロース」の味見、「100
円野菜」や「オムそば」、「お好み焼き」
などの販売をしました。
　試食の「平牧金華豚の豚汁」は、ぜ

いたくな脂の甘みとたく
さんの野菜から出た旨み
でとてもまろやかで優し
い味に仕上がりました。
　さつまいも「紅あずま
と紅はるか」の食べ比べでは、味の違
いについて中込さんが説明。
　100 円均一の産直野菜には、開店
前から長い列ができました。
　キッズコーナーは、ヨーヨーと輪投
げを用意。子どもたちは何度も挑戦し
ては、満足げな笑顔でした。

　バザール終了の 13 時までに 85 人
が途切れなく来店し、とても活気ある
土曜日となりました。
　７月のリニューアルオープンまで、
毎月生産者を招いて浦安バザールを開
催し、広めていく予定です。
　　　　　            運営委員　谷川統姫子
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ブロック活動ファイル

　近頃セルフリノベーションやリメイ
ク・物づくりなどのＤＩＹで暮らし
を楽しく、より良くする女性が急増
中！！私もそんなＤＩＹ大好きな一人
です。
　昨年 12 月 15 日に、「目指せＤＩＹ
女子企画！」ということでデポー松葉
町２階の組合員室のプチリニューアル
を行い、目指せＤＩＹ女子！な 8 人
の参加がありました。
　だいぶベテランさんになった事務机
に、木でつくったカバーをかぶせるよ

うに設置。ちょっと古くなった家具も
リメイクすればまだまだ使えます！
新しくなった机には、みんなでステン
シル＆お絵かき♪　ペンキでかわ
いいイラストや文字を書くとどん
どんアイデアが広がり、女性なら
ではの丁寧な作業。オシャレでか
わいい机が完成！（写真左）組合員室
が明るい雰囲気に変わりました。一角
には置き畳を設置しキッズコーナーに。
おもちゃ置き場の配置を変え、企画の
間もお子さんがお母さんを感じなが

ら安心して遊べ
る場所になりま
した。さらにマ
スキングテープ
で壁面デコレー
ションをし、楽
しくて明るい雰

囲気に。まだリメイク途中ですが、こ
れからもみんなが愛着を持って使える
組合員室にしていきたいです。
　イベントや企画など、ぜひ遊びにい
らしてください！　運営委員　川野彩美

　２月７日、デポー新松戸で、（株）
泰山食品商行生産者交流会を開催。
　11 月の虹いろフェスタで、ブース
のお手伝いをしたコミュニティ「食べ
てみよう会」のメンバーから、「もっ
と詳しい話を聞きたい」「この消費材
のおいしさを伝えたい」との申し出が
あり、実現したもので、参加者はコミュ
ニティーメンバーを中心に 16 人。
　泰山食品商行の山崎晃裕さんが、消
費材のこだわりや最近の漁業の事情、
市販品に使われる添加物の怖さなど、

参加者からの質問を交えながら丁寧に
説明してくれました。
　消費材を囲んでの昼食試食会では、

「さわら昆布締め」に「真ふぐ一口フ
ライ」、「からし明太子」、「しらす干し」
を使ったサラダ、どれも絶品です。
　「市販の明太子の添加物の怖さ、改
めて知りました…」「さわら昆布締め、
デポーで買えたらうれしいです」「添
加物の入っていない安心安全な明太子
は食べた後に変な後味が残らずとても
おいしかった」「子どもに安心して食

べさせられるのがうれしい」など、参
加者のたくさんの感想。こうした声は
交流会の写真と一緒にデポーフロアに
掲示し、参加できなかった組合員へも
伝えています。
　聞いて食べて納得の、充実した交流
会となりました。   運営委員　髙橋浩江
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　離乳食で悩んだ事はありませんか？
３月１日、佐倉市志津コミュニティセ
ンターにて、東京家政学院大・健康栄
養学科教授酒井治子さん（写真）を招
き、ビオサボ食育講座を開催。22 人
が参加しました。
　「赤ちゃんが最初に口にするのが
おっぱいやミルク。次に優しい味の離
乳食。いろいろな味や形を確かめなが
ら慣れていくなか、食べ残しや食べ遊
びなどの悩みが出てきます」と酒井さ
ん。組合員でもあり、自身の子育て経

験も交え、笑顔で話す和やかな雰囲気
がとても印象的でした。大人用の食事
をつくる途中で取り分け、月齢ごとに
食感や形状を変えた、お粥・本格的な
だし・温野菜・白身魚のメニューを試
食しました。「実は、離乳食には肉よ
り魚が向いています。野菜は小さく
切ってからより、大きい方が柔らか
く煮えます。」また、上に兄弟がいて、
もらうお菓子（添加物）のお悩みには、
酒井さんのアドバイスや参加者の経験
などの意見交換もできました。シンプ

ル な 離 乳
食 だ か ら

こ そ 生 活 ク ラ
ブ の 安 心 な 消
費 材 は 素 材 の

味をしっかり味わえます！運営委員作
のおやつ（写真右）も素朴な味わいで、
ぜひつくってみたいと好評でした。
　うまくいかない時は、知識はきちん
と実践はおおらかに。ママのおおらか
な気持ちはきっと赤ちゃんの心の栄養
になるはず！　　           理事　柳田貴子

コルザ 2017 年 ４月号 No.381（9）

ブロック活動ファイル

　２月 24 日、生活クラブビギナーズ
カフェ＆ビオサポマイスター講座を開
催しました。新規加入者と組合員でな
い方を対象としたこの企画は、2016
年度からビオサポマイスターの吉澤正
孝さんによる「ビオサポ講座」も取り
入れ、調理メニューもビオサポの視点
から、吉澤さんの提案によって構成さ
れたものですすめてきました。そして
今年度最後の開催となった今回は、組
合員でない方も含めて 11 人の参加が
あり、賑やかな会となりました。講座

では、本日のメニューに絡めて、
栄養や消費材についての説明が
あり、今の自分の食事バランス
についても考えることができました。
講座の後は、参加者全員で調理実習。
メニューは、ご飯 ( 白米＆玄米のブレ
ンド )、四宝豆腐、豚汁、生姜入りわ
らびもちの４品で、野菜たっぷり！さ
らに簡単にパパッとつくれ、大好評で
した。試食中には、参加者同士の話も
弾み、組合員でない方に、生活クラブ
の消費材について、いろいろ楽しく話

していました。
　ビオサポと生活クラブのことを伝え
る会として、17 年度も吉澤さんと協
力しながら継続します。新規組合員の
方には、ぜひこの会に参加して欲しい
と思います。次回は、５月に真砂エリ
アでの開催の予定です。ブロック機関
紙にて案内をしますので、お見逃しな
く！                                   理事　亘 麻美

千葉ブロック ビギナーズカフェ

　「展示会」ってご存知ですか？真珠
や眼鏡、バッグ、オーダーメイドのスー
ツや靴など、カタログでは注文しにく
い消費材が、実際に見て触れて買うこ
とのできる催しで、各センターで年３
回開催されます。センター市原では、
２月 18・19 日、春の展示会が開催さ
れ、たくさんの組合員が訪れました。
　ブロックでは毎回、来場を促すため
に組合員の実行チームが試行錯誤しな
がら企画を行っています。今回は、寒
いなか来てくれた方たちを HOT にし

ようと、全て消費材でつくった豚汁
とおにぎり（ビジョンフードのお米）、
そして年度末特別企画として大抽選会
を開催。ブロック機関紙『かわらばん』
に無料チケットをつけたところ、機関
紙持参の方が多数いらっしゃいました。
　今回初めてという方も、「靴が気に
なっていたので、来て良かった。豚汁
もおいしいし、抽選会も楽しかったで
す」と大満足のようす。子どもたちも
木のおもちゃで遊んだり、コミュニ
ティが出店しているフェルトづくりを

したり、家族で楽しめる展示会とな
りました。次回はどんな企画にしよ
うかな？ いまからワクワクしている

（？）実行チームです。
　センター市原の夏の展示会は５月
20・21 日です。皆さんどうぞお越し
ください！　       運営委員長　並木道代
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　７月のデポー浦安のリニューアルに
向け、地域のより多くの人にデポー浦
安を知ってもらい、仲間を増やし、リ
ニューアルを盛り上げることを目的に
浦安バザールを企画。
　２月 25 日、豚肉生産者の（株）平
田牧場の高山博喜さんと酒井浩太さん、
野菜生産者（株）AIC の中込靖倫さ
んを迎え、「豚肩ロース」の味見、「100
円野菜」や「オムそば」、「お好み焼き」
などの販売をしました。
　試食の「平牧金華豚の豚汁」は、ぜ

いたくな脂の甘みとたく
さんの野菜から出た旨み
でとてもまろやかで優し
い味に仕上がりました。
　さつまいも「紅あずま
と紅はるか」の食べ比べでは、味の違
いについて中込さんが説明。
　100 円均一の産直野菜には、開店
前から長い列ができました。
　キッズコーナーは、ヨーヨーと輪投
げを用意。子どもたちは何度も挑戦し
ては、満足げな笑顔でした。

　バザール終了の 13 時までに 85 人
が途切れなく来店し、とても活気ある
土曜日となりました。
　７月のリニューアルオープンまで、
毎月生産者を招いて浦安バザールを開
催し、広めていく予定です。
　　　　　            運営委員　谷川統姫子
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　近頃セルフリノベーションやリメイ
ク・物づくりなどのＤＩＹで暮らし
を楽しく、より良くする女性が急増
中！！私もそんなＤＩＹ大好きな一人
です。
　昨年 12 月 15 日に、「目指せＤＩＹ
女子企画！」ということでデポー松葉
町２階の組合員室のプチリニューアル
を行い、目指せＤＩＹ女子！な 8 人
の参加がありました。
　だいぶベテランさんになった事務机
に、木でつくったカバーをかぶせるよ

うに設置。ちょっと古くなった家具も
リメイクすればまだまだ使えます！
新しくなった机には、みんなでステン
シル＆お絵かき♪　ペンキでかわ
いいイラストや文字を書くとどん
どんアイデアが広がり、女性なら
ではの丁寧な作業。オシャレでか
わいい机が完成！（写真左）組合員室
が明るい雰囲気に変わりました。一角
には置き畳を設置しキッズコーナーに。
おもちゃ置き場の配置を変え、企画の
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る場所になりま
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囲気に。まだリメイク途中ですが、こ
れからもみんなが愛着を持って使える
組合員室にしていきたいです。
　イベントや企画など、ぜひ遊びにい
らしてください！　運営委員　川野彩美

　２月７日、デポー新松戸で、（株）
泰山食品商行生産者交流会を開催。
　11 月の虹いろフェスタで、ブース
のお手伝いをしたコミュニティ「食べ
てみよう会」のメンバーから、「もっ
と詳しい話を聞きたい」「この消費材
のおいしさを伝えたい」との申し出が
あり、実現したもので、参加者はコミュ
ニティーメンバーを中心に 16 人。
　泰山食品商行の山崎晃裕さんが、消
費材のこだわりや最近の漁業の事情、
市販品に使われる添加物の怖さなど、

参加者からの質問を交えながら丁寧に
説明してくれました。
　消費材を囲んでの昼食試食会では、

「さわら昆布締め」に「真ふぐ一口フ
ライ」、「からし明太子」、「しらす干し」
を使ったサラダ、どれも絶品です。
　「市販の明太子の添加物の怖さ、改
めて知りました…」「さわら昆布締め、
デポーで買えたらうれしいです」「添
加物の入っていない安心安全な明太子
は食べた後に変な後味が残らずとても
おいしかった」「子どもに安心して食

べさせられるのがうれしい」など、参
加者のたくさんの感想。こうした声は
交流会の写真と一緒にデポーフロアに
掲示し、参加できなかった組合員へも
伝えています。
　聞いて食べて納得の、充実した交流
会となりました。   運営委員　髙橋浩江
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乳食。いろいろな味や形を確かめなが
ら慣れていくなか、食べ残しや食べ遊
びなどの悩みが出てきます」と酒井さ
ん。組合員でもあり、自身の子育て経
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年度からビオサポマイスターの吉澤正
孝さんによる「ビオサポ講座」も取り
入れ、調理メニューもビオサポの視点
から、吉澤さんの提案によって構成さ
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方には、ぜひこの会に参加して欲しい
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紙にて案内をしますので、お見逃しな
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の参加がありました。
　だいぶベテランさんになった事務机
に、木でつくったカバーをかぶせるよ

うに設置。ちょっと古くなった家具も
リメイクすればまだまだ使えます！
新しくなった机には、みんなでステン
シル＆お絵かき♪　ペンキでかわ
いいイラストや文字を書くとどん
どんアイデアが広がり、女性なら
ではの丁寧な作業。オシャレでか
わいい机が完成！（写真左）組合員室
が明るい雰囲気に変わりました。一角
には置き畳を設置しキッズコーナーに。
おもちゃ置き場の配置を変え、企画の
間もお子さんがお母さんを感じなが

ら安心して遊べ
る場所になりま
した。さらにマ
スキングテープ
で壁面デコレー
ションをし、楽
しくて明るい雰

囲気に。まだリメイク途中ですが、こ
れからもみんなが愛着を持って使える
組合員室にしていきたいです。
　イベントや企画など、ぜひ遊びにい
らしてください！　運営委員　川野彩美

　２月７日、デポー新松戸で、（株）
泰山食品商行生産者交流会を開催。
　11 月の虹いろフェスタで、ブース
のお手伝いをしたコミュニティ「食べ
てみよう会」のメンバーから、「もっ
と詳しい話を聞きたい」「この消費材
のおいしさを伝えたい」との申し出が
あり、実現したもので、参加者はコミュ
ニティーメンバーを中心に 16 人。
　泰山食品商行の山崎晃裕さんが、消
費材のこだわりや最近の漁業の事情、
市販品に使われる添加物の怖さなど、

参加者からの質問を交えながら丁寧に
説明してくれました。
　消費材を囲んでの昼食試食会では、

「さわら昆布締め」に「真ふぐ一口フ
ライ」、「からし明太子」、「しらす干し」
を使ったサラダ、どれも絶品です。
　「市販の明太子の添加物の怖さ、改
めて知りました…」「さわら昆布締め、
デポーで買えたらうれしいです」「添
加物の入っていない安心安全な明太子
は食べた後に変な後味が残らずとても
おいしかった」「子どもに安心して食

べさせられるのがうれしい」など、参
加者のたくさんの感想。こうした声は
交流会の写真と一緒にデポーフロアに
掲示し、参加できなかった組合員へも
伝えています。
　聞いて食べて納得の、充実した交流
会となりました。   運営委員　髙橋浩江

泰山食品商行 生産者交流会

浦安バザール

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！

目指せＤＩＹ女子♪
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　離乳食で悩んだ事はありませんか？
３月１日、佐倉市志津コミュニティセ
ンターにて、東京家政学院大・健康栄
養学科教授酒井治子さん（写真）を招
き、ビオサボ食育講座を開催。22 人
が参加しました。
　「赤ちゃんが最初に口にするのが
おっぱいやミルク。次に優しい味の離
乳食。いろいろな味や形を確かめなが
ら慣れていくなか、食べ残しや食べ遊
びなどの悩みが出てきます」と酒井さ
ん。組合員でもあり、自身の子育て経

験も交え、笑顔で話す和やかな雰囲気
がとても印象的でした。大人用の食事
をつくる途中で取り分け、月齢ごとに
食感や形状を変えた、お粥・本格的な
だし・温野菜・白身魚のメニューを試
食しました。「実は、離乳食には肉よ
り魚が向いています。野菜は小さく
切ってからより、大きい方が柔らか
く煮えます。」また、上に兄弟がいて、
もらうお菓子（添加物）のお悩みには、
酒井さんのアドバイスや参加者の経験
などの意見交換もできました。シンプ

ル な 離 乳
食 だ か ら

こ そ 生 活 ク ラ
ブ の 安 心 な 消
費 材 は 素 材 の

味をしっかり味わえます！運営委員作
のおやつ（写真右）も素朴な味わいで、
ぜひつくってみたいと好評でした。
　うまくいかない時は、知識はきちん
と実践はおおらかに。ママのおおらか
な気持ちはきっと赤ちゃんの心の栄養
になるはず！　　           理事　柳田貴子
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ブロック活動ファイル

　２月 24 日、生活クラブビギナーズ
カフェ＆ビオサポマイスター講座を開
催しました。新規加入者と組合員でな
い方を対象としたこの企画は、2016
年度からビオサポマイスターの吉澤正
孝さんによる「ビオサポ講座」も取り
入れ、調理メニューもビオサポの視点
から、吉澤さんの提案によって構成さ
れたものですすめてきました。そして
今年度最後の開催となった今回は、組
合員でない方も含めて 11 人の参加が
あり、賑やかな会となりました。講座

では、本日のメニューに絡めて、
栄養や消費材についての説明が
あり、今の自分の食事バランス
についても考えることができました。
講座の後は、参加者全員で調理実習。
メニューは、ご飯 ( 白米＆玄米のブレ
ンド )、四宝豆腐、豚汁、生姜入りわ
らびもちの４品で、野菜たっぷり！さ
らに簡単にパパッとつくれ、大好評で
した。試食中には、参加者同士の話も
弾み、組合員でない方に、生活クラブ
の消費材について、いろいろ楽しく話

していました。
　ビオサポと生活クラブのことを伝え
る会として、17 年度も吉澤さんと協
力しながら継続します。新規組合員の
方には、ぜひこの会に参加して欲しい
と思います。次回は、５月に真砂エリ
アでの開催の予定です。ブロック機関
紙にて案内をしますので、お見逃しな
く！                                   理事　亘 麻美

千葉ブロック ビギナーズカフェ

　「展示会」ってご存知ですか？真珠
や眼鏡、バッグ、オーダーメイドのスー
ツや靴など、カタログでは注文しにく
い消費材が、実際に見て触れて買うこ
とのできる催しで、各センターで年３
回開催されます。センター市原では、
２月 18・19 日、春の展示会が開催さ
れ、たくさんの組合員が訪れました。
　ブロックでは毎回、来場を促すため
に組合員の実行チームが試行錯誤しな
がら企画を行っています。今回は、寒
いなか来てくれた方たちを HOT にし

ようと、全て消費材でつくった豚汁
とおにぎり（ビジョンフードのお米）、
そして年度末特別企画として大抽選会
を開催。ブロック機関紙『かわらばん』
に無料チケットをつけたところ、機関
紙持参の方が多数いらっしゃいました。
　今回初めてという方も、「靴が気に
なっていたので、来て良かった。豚汁
もおいしいし、抽選会も楽しかったで
す」と大満足のようす。子どもたちも
木のおもちゃで遊んだり、コミュニ
ティが出店しているフェルトづくりを

したり、家族で楽しめる展示会とな
りました。次回はどんな企画にしよ
うかな？ いまからワクワクしている

（？）実行チームです。
　センター市原の夏の展示会は５月
20・21 日です。皆さんどうぞお越し
ください！　       運営委員長　並木道代

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

ビオサポ食育講座

春の展示会
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生活クラブ風の村作
さ く さ べ
草部の "ナカミ "は？

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 

4 月 1日、「生活クラブ風の村作草部」が、いよいよオープンしました。
ここでは、風の村として初めての事業となる認知症対応型グループ
ホームをはじめとして、4つの事業に取り組んでいます。　

千葉市稲毛区作草部 1-15-17
tel：043-445-8920

あかとんぼ作草部　　tel：043-445-8924
　　　　　　　　　　定員：5 人　
重症心身障がいのあるお子さんをお預かりす
る「放課後等デイサービス」です。
看護師を配置しており、医療的処置の必要な
お子さんも利用できます。スヌーズレン等の
活動を通して、五感を刺激しながら楽しく、
リラックスして過ごせる場をめざします。
  ＊スヌーズレン：感覚刺激空間を用いた余暇や
                                  リラクゼーション

小規模多機能ハウス作草部　
　tel：043-445-8923
　定員：登録 29 人、通い 18 人、宿泊 9 人
千葉市中央区椿森にあった「小規模多機能
ハウスひなたぼっこ」を移転、定員を増や
しました。
通って泊まって、必要に応じてご自宅にも
訪問します。通いのサービスで顔なじみと
なったスタッフが泊まりや訪問も担当する
ので安心です。
個別ニーズへの対応と、残存機能を最大限
に活かせるような支援で、ご自宅で暮らし
続けられるよう、全力で支えます。

グループホーム作草部　
　tel：043-445-8922
　定員：9 室× 2 ユニット＝ 18 人
認知症のある方の住まいです。散歩や買物な
ど、地域に出て行く機会を多く持ちながら、
ご自分でできることは可能な限りしていただ
き、最期まで穏やかに暮らせるよう、スタッ
フが全力でサポートします。
認知症ケアの基本「見る」「話す」「触れる」「立
つ」を軸とした専門性の高い支援を提供します。

デイサービスセンター作草部　
　tel：043-445-8921　定員：25 人
千葉市中央区椿森にあった「デイサービスセ
ンター光」を移転、定員を増やします。
いつまでもご自宅に住み続けられるよう、日
常生活で使うチカラ、特に「座る」「立つ」「歩
く」を大切にし、一人ひとりの筋力に合わせ
た訓練メニューを提供します。
お風呂は完全個室！身も心もリラックスでき
ます。

これまで培ってきた高齢者・認知症介護のノウハウを活かし、
利用者の思いを大切にしたケアを提供していきます。
ご利用をご希望の方はお気軽にお問合せください。

tel：043-445-8920

＊一緒に働く仲間も募集中！（人事課：043-460-8333）

３F

２F

１F

地域交流スペース　
　tel：043-445-8920
地域に向けて開催する企画の会場としてだ
けではなく、自治会をはじめとする地域の
団体等にも、お貸しします。誰でも気軽に
集まることのできるスペースです。

・JR 西千葉駅より京成バス
   　西千 01　　　　　→　作草部駅下車　
　　千草台団地行き　　　　　　徒歩 3 分
・千葉モノレール　作草部駅 →徒歩 3 分
　　　　　　　　　天台駅 →徒歩 10 分

ア
ク
セ
ス
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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

  

  

  

年に一度の講座「自己表現トレーニング」もうすぐ開講！

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。

あみぃこ園生は、生活クラブいなげビレッジ虹と風園生デポーの２階を主な会場として、

　　　　　　　　地域住民の出会いと交流の場づくりをめざして開催中 !

地域住民の出会いと交流の場  あみぃこ  VAIC-CCI 各センターで開催

　2011 年９月に始めた当初は月に３教室ほ

どの細々とした規模でしたが、年度を重ねる

ごとに教室の種類も回数も増えてきました。

ヨガ・水彩・健康麻雀・男の料理・医療・お

茶…とさまざま。現在は毎月 10 ～ 14 教室

が開催され、年間 1,500 人を越える参加が

あり、老若男女が楽しく交流しています。

　地域では高齢化がすすみ、人との関わりも

薄れてきていますが、あみぃこ教室で出会い、

好きなことを通して会話が弾み、友人となり、

情報交換をしたり、教室の外でも食事やお茶

に出掛けたりといった関係もうまれています。

「あみぃこ」が生活の張りとなり生活の一部

になっている方が少なくありません。

　教室では障がいや病気、介護が必要な方も

可能な限り受け入れています。5年が経ち交

流の活動が根づき地域の居場所になりました。

お近くの方、参加をお待ちしています！

　
　風の村ファーム
　　（貸農園）
　　参加者募集

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

相手も自分も尊重するコミュニケー
ションの基礎を学び、自分らしく生き
るための力をつける講座です。

日時：5/9､5/16､5/23､5/30､6/6（火）
　　　10：00 ～ 12：00（全 5 回）
場 所：NPO法人ウィメンズカウンセリングちば
　千葉市中央区市場町 10-10　東京ビル 3 階
　 tel：043-224-7909
アクセス：JR 本千葉駅徒歩 8 分・モノレール
　県庁前駅徒歩 3 分　※駐車場はありません。

内 容：アサーティブトレーニングとは／
　コミュニケーションパターン／感情と
　感情表現／怒りについて・権利について
　／ポジティブシンキングについて
講 師：馬渡静枝さん
　（ウィメンズカウンセリングちば）

対 象 ･ 定員 : 女性 10 人（申し込み先着順）
受講料：12,960 円
　※「基礎Ⅰ」修了者を対象に、6/13 より「基

　　　礎Ⅱ」を開講します（火曜日・全 5 回）。

申込み・問合せ：NPO クラブ　

率直に・対等に　気持ちを伝えるスキルが身に付く！ 自己表現トレーニング  基礎Ⅰ

男の料理教室→
健康麻雀教室↓
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た訓練メニューを提供します。
お風呂は完全個室！身も心もリラックスでき
ます。

これまで培ってきた高齢者・認知症介護のノウハウを活かし、
利用者の思いを大切にしたケアを提供していきます。
ご利用をご希望の方はお気軽にお問合せください。

tel：043-445-8920

＊一緒に働く仲間も募集中！（人事課：043-460-8333）

３F

２F

１F

地域交流スペース　
　tel：043-445-8920
地域に向けて開催する企画の会場としてだ
けではなく、自治会をはじめとする地域の
団体等にも、お貸しします。誰でも気軽に
集まることのできるスペースです。

・JR 西千葉駅より京成バス
   　西千 01　　　　　→　作草部駅下車　
　　千草台団地行き　　　　　　徒歩 3 分
・千葉モノレール　作草部駅 →徒歩 3 分
　　　　　　　　　天台駅 →徒歩 10 分

ア
ク
セ
ス
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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

  

  

  

年に一度の講座「自己表現トレーニング」もうすぐ開講！

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。

あみぃこ園生は、生活クラブいなげビレッジ虹と風園生デポーの２階を主な会場として、

　　　　　　　　地域住民の出会いと交流の場づくりをめざして開催中 !

地域住民の出会いと交流の場  あみぃこ  VAIC-CCI 各センターで開催

　2011 年９月に始めた当初は月に３教室ほ

どの細々とした規模でしたが、年度を重ねる

ごとに教室の種類も回数も増えてきました。

ヨガ・水彩・健康麻雀・男の料理・医療・お

茶…とさまざま。現在は毎月 10 ～ 14 教室

が開催され、年間 1,500 人を越える参加が

あり、老若男女が楽しく交流しています。

　地域では高齢化がすすみ、人との関わりも

薄れてきていますが、あみぃこ教室で出会い、

好きなことを通して会話が弾み、友人となり、

情報交換をしたり、教室の外でも食事やお茶

に出掛けたりといった関係もうまれています。

「あみぃこ」が生活の張りとなり生活の一部

になっている方が少なくありません。

　教室では障がいや病気、介護が必要な方も

可能な限り受け入れています。5年が経ち交

流の活動が根づき地域の居場所になりました。

お近くの方、参加をお待ちしています！

　
　風の村ファーム
　　（貸農園）
　　参加者募集

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

相手も自分も尊重するコミュニケー
ションの基礎を学び、自分らしく生き
るための力をつける講座です。

日時：5/9､5/16､5/23､5/30､6/6（火）
　　　10：00 ～ 12：00（全 5 回）
場 所：NPO法人ウィメンズカウンセリングちば
　千葉市中央区市場町 10-10　東京ビル 3 階
　 tel：043-224-7909
アクセス：JR 本千葉駅徒歩 8 分・モノレール
　県庁前駅徒歩 3 分　※駐車場はありません。

内 容：アサーティブトレーニングとは／
　コミュニケーションパターン／感情と
　感情表現／怒りについて・権利について
　／ポジティブシンキングについて
講 師：馬渡静枝さん
　（ウィメンズカウンセリングちば）

対 象 ･ 定員 : 女性 10 人（申し込み先着順）
受講料：12,960 円
　※「基礎Ⅰ」修了者を対象に、6/13 より「基

　　　礎Ⅱ」を開講します（火曜日・全 5 回）。

申込み・問合せ：NPO クラブ　

率直に・対等に　気持ちを伝えるスキルが身に付く！ 自己表現トレーニング  基礎Ⅰ

男の料理教室→
健康麻雀教室↓
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生活クラブ風の村作
さ く さ べ
草部の "ナカミ "は？

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 

4 月 1日、「生活クラブ風の村作草部」が、いよいよオープンしました。
ここでは、風の村として初めての事業となる認知症対応型グループ
ホームをはじめとして、4つの事業に取り組んでいます。　

千葉市稲毛区作草部 1-15-17
tel：043-445-8920
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る「放課後等デイサービス」です。
看護師を配置しており、医療的処置の必要な
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活動を通して、五感を刺激しながら楽しく、
リラックスして過ごせる場をめざします。
  ＊スヌーズレン：感覚刺激空間を用いた余暇や
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　tel：043-445-8923
　定員：登録 29 人、通い 18 人、宿泊 9 人
千葉市中央区椿森にあった「小規模多機能
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通って泊まって、必要に応じてご自宅にも
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デイサービスセンター作草部　
　tel：043-445-8921　定員：25 人
千葉市中央区椿森にあった「デイサービスセ
ンター光」を移転、定員を増やします。
いつまでもご自宅に住み続けられるよう、日
常生活で使うチカラ、特に「座る」「立つ」「歩
く」を大切にし、一人ひとりの筋力に合わせ
た訓練メニューを提供します。
お風呂は完全個室！身も心もリラックスでき
ます。

これまで培ってきた高齢者・認知症介護のノウハウを活かし、
利用者の思いを大切にしたケアを提供していきます。
ご利用をご希望の方はお気軽にお問合せください。

tel：043-445-8920

＊一緒に働く仲間も募集中！（人事課：043-460-8333）
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地域交流スペース　
　tel：043-445-8920
地域に向けて開催する企画の会場としてだ
けではなく、自治会をはじめとする地域の
団体等にも、お貸しします。誰でも気軽に
集まることのできるスペースです。

・JR 西千葉駅より京成バス
   　西千 01　　　　　→　作草部駅下車　
　　千草台団地行き　　　　　　徒歩 3 分
・千葉モノレール　作草部駅 →徒歩 3 分
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私たちは、一人ひとりの暮らしを大切
にしています。

あみぃこ園生は、生活クラブいなげビレッジ虹と風園生デポーの２階を主な会場として、

　　　　　　　　地域住民の出会いと交流の場づくりをめざして開催中 !

地域住民の出会いと交流の場  あみぃこ  VAIC-CCI 各センターで開催

　2011 年９月に始めた当初は月に３教室ほ

どの細々とした規模でしたが、年度を重ねる

ごとに教室の種類も回数も増えてきました。

ヨガ・水彩・健康麻雀・男の料理・医療・お

茶…とさまざま。現在は毎月 10 ～ 14 教室

が開催され、年間 1,500 人を越える参加が

あり、老若男女が楽しく交流しています。

　地域では高齢化がすすみ、人との関わりも

薄れてきていますが、あみぃこ教室で出会い、

好きなことを通して会話が弾み、友人となり、

情報交換をしたり、教室の外でも食事やお茶
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になっている方が少なくありません。
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可能な限り受け入れています。5年が経ち交

流の活動が根づき地域の居場所になりました。

お近くの方、参加をお待ちしています！

　
　風の村ファーム
　　（貸農園）
　　参加者募集

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

相手も自分も尊重するコミュニケー
ションの基礎を学び、自分らしく生き
るための力をつける講座です。

日時：5/9､5/16､5/23､5/30､6/6（火）
　　　10：00 ～ 12：00（全 5 回）
場 所：NPO法人ウィメンズカウンセリングちば
　千葉市中央区市場町 10-10　東京ビル 3 階
　 tel：043-224-7909
アクセス：JR 本千葉駅徒歩 8 分・モノレール
　県庁前駅徒歩 3 分　※駐車場はありません。

内 容：アサーティブトレーニングとは／
　コミュニケーションパターン／感情と
　感情表現／怒りについて・権利について
　／ポジティブシンキングについて
講 師：馬渡静枝さん
　（ウィメンズカウンセリングちば）

対 象 ･ 定員 : 女性 10 人（申し込み先着順）
受講料：12,960 円
　※「基礎Ⅰ」修了者を対象に、6/13 より「基

　　　礎Ⅱ」を開講します（火曜日・全 5 回）。

申込み・問合せ：NPO クラブ　

率直に・対等に　気持ちを伝えるスキルが身に付く！ 自己表現トレーニング  基礎Ⅰ

男の料理教室→
健康麻雀教室↓
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生活クラブ千葉グループからのお知らせ

　

第 12 回定期総会・講演会

第 2 回通常総会のご案内はぐくみの杜を支える会

　すべての子どもの笑顔のために。

　【住所】君津市糠田 64 番地 
　tel & fax：0439-32-2270
　http://hagukuminomoriwosasaerukai.jimdo.com/     
　e-mail: hagukumi-sasaerukai@aroma.ocn.ne.jp    (NPO) はぐくみの杜を支える会

　開所より 3年、はぐくみの杜君津か

らはじめて卒業生が生まれます！遠く

からでも見守れる体制を整えるために、

現在いろいろ模索中です。詳細は総会・

ニュースレターでご報告いたします。

　はぐくみの杜君津の敷地のすぐ隣に、

乳児院「はぐくみの杜君津赤ちゃんの

家」を建設中です（写真）。乳児院は、

さまざまな事情で保護者と暮らすこと

のできない新生児～２歳くらいまでの

子どもたちが生活する施設で、５月開

所予定です。2歳以降は児童養護施設

などに入所することになりますが、愛

着障害などの問題を少しでも軽減する

ために、2歳以降の生活の場・家庭と

なる児童養護施設のすぐ隣に建設して

います。支える会では、5月の総会を

もって、この乳児院も支える対象の施

設とすることを提案し、2017 年度の

一歩を踏み出します。

　みなさまの温かいご支援を今後と

もよろしくお願いいたします。

　毎日の暮らしに、フェアトレードを。

　【事業本部】千葉市美浜区真砂 5-21-12 １F
　開所時間　13：00 ～ 16：00（水・土・日・祝日休み）
　tel ＆ fax：043-279-8665　
　http://www.jca.apc.org/earthian　
　e-mail: earthian93@jca.apc.org　 （NPO）地球市民交流基金ＥＡＲＴＨＩＡＮ

アーシアン

アーシアンショップ柏
tel&fax：04-7133-3930

柏市松葉町 3-15-1 ウェルシティ 2F
11：00 ～ 18：00（日曜・祝日 休み）

どなたでも参加いただけます。
希望の方は、上記までお知らせください。

新着情報

第 12回定期総会・講演会

　　日 時：６月２日（金）
　　　　　総　会　13：30 ～ 15：00
　　　　　講演会　15：15 ～ 16：30
　　会 場：千葉市美浜文化ホール　４階会議室
　「わたしたちは、この地球に住む全ての人々
が人間として尊重され、自立し、良い環境のな
かで平和に暮らしていけることを願い、主にア
ジアの人々との交流、支援をすすめています。」
アーシアンではこの理念を掲げ活動を続けてい
ます。上記日程で総会を開催いたします、ぜひ
ご参加ください。
 

講演会　アレッポ石鹼の生産者からみたシリアの現状

　講師　太田正興氏　（株式会社アレッポの石鹸共同代表）

　今回は総会の後、アレッポの石鹸の太田正興氏を迎
えて講演会を開催いたします。シリアの内戦でアレッ
ポも大きな被害を受けました。現地生産者アデルファ
ンサ社も 2014 年にラタキアに生産拠点を移し石鹸をつ
くり続けています。現地生産者のお話やシリア・アレッ
ポの現状を伝えていただきます。ぜひ、ご参加ください。

＊アーシアンの会員以外の方も参加できます。
　参加ご希望の方はアーシアンの事務所までご連絡ください。

第 2回通常総会

　　日 時：5 月 13 日（土）
　 　  総　会　13：30 ～ 14：30
　　  各施設のようす（高橋施設長）
　　　　　　  14：30 ～ 15：30
     会 場：きぼーる（千葉市ビジネス
                   支援センター 15F 多目的室）

　　　　  千葉市中央区中央 4-5-1　
     入場料：無料
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　たくさんのご協力ありがとうございました。

　2016 年は、のべ 5721 人の組合員から 27 ｔ
トン

342.5kg
の古着や毛布・バッグなどが JFSA に寄せられました。
これは JFSA の年間回収量の約 25％、パキスタンへ送
り出しているコンテナ１本（約 25 ｔ

トン

）以上に相当します。
…第 55 回コンテナ送り出し報告
　（１月 18 日送り出し 、３月上旬カラチ到着）
　送り出し総量：24 ｔ

トン

 ９kg　
　40 人のボランティアが参加。事務局と一緒に送り出
しました。このなかには生活クラブ虹の街の組合員の皆
さまから（デポー 12 月・配達便 1 月回収）の古着の一
部も含まれています。
… 到着前に価格が妥結！売上げは 276 万 1035 ルピー
　JFSA はアル・カイール事業グループ（AKBG）に、
AKBG はカラチの卸業者に販売をしています。送り出
し後、コンテナに何がどの位（重さ）入っているかをリ
ストにし、AKBG に送り、卸業者と交渉を行っています。
　今回は到着前に価格が妥結。卸価格の高いバッグなど
が多かったため、前回より高く売ることができ、１kg
あたり 115 ルピー、売上げは 276 万 1035 ルピー（1
ルピー≒ 1 円　物価は日本の約 1/7）になりました。こ
こから古着代金や海上運賃・税金を差し引いた利益が学
校の運営費になります。

ＪＦＳＡ

　古着や毛布がスラムの学校の自立運営を支えます。

　【事務局】千葉市中央区都町 3-14-10　〒 260-0001
　tel ＆ fax：043-234-1206（9：00 ～ 19：30 木曜定休）
　http://www.jfsa.jpn.org/
　e-mail: jfsa@f3.dion.ne.jp　　　 (NPO) 日本ファイバーリサイクル連帯協議会

回収のお知らせ

古着や毛布・衣類・バッグなどを回収します
回収品目は期間ごとに異なります。ご注意ください。

★デポー回収（デポー浦安除く）偶数月第１木～日曜
　６月 1 日（木）～ 4 日（日）　
　詳細はデポーのちらしをご覧ください

★ JFSA（千葉・東葛）への送付
　６月 16 日（金）～７月 19 日（水）着
　期間内の日曜 13：00 ～ 17：00 は持ち込みも可

回収品目について
・すべての品目は、他のどなたかが袖を通します。
   シミ・汚れのないものをお願いします。
・特に以下の品目を集めています。
　中古も可 / 毛布、タオル・ハンカチ類、バッグ類　　
　　/ ブラジャー、ガードル、ボディスーツ、男性ランニ
　　ング＆半袖、ブリーフ、トランクス
　新品のみ / エプロン、パジャマ、靴下、下着類（上　　
　　記は中古も可）

JFSA 古着ショップ
10：30～ 19：00　（木曜定休）

JFSAに届いた衣類の 2割を販売しています。
リユース活動に、買うことでもご協力ください。

　　　　　　　　　　　　＊駐車場あります。

千葉店　千葉市中央区都町 3-14-10　
　　　　tel：043-234-1206
柏　店　k

カ プ レ

apre　柏市大室 176- １　
　　　　　tel：04-7110-0984

　2016年度（16年 10月～ 17年 9月）
JFSA会員・支援メンバーを募集しています

　子どもたちの自立を支えるための JFSA の活動を広げて
いく会員・支援メンバーとしてどうぞお付き合いください。
　年 3回、回収のご案内と JFSAの会報や年に１度、アル・カ

イールアカデミー作成のサポーターグッズを送付いたします。

　郵便振替口座番号：00160-7-444198　
　加入者名：ＪＦＳＡ
　正会員：年会費　5,000 円 / １口　
　　　　  ・総会での議決権を有します。

　支援メンバー（賛助会員）：年会費  2,000 円 / １口
　　　　  ・総会での議決権はありません。

第 56回コンテナ積み込み送り出しボランティア募集中

力仕事以外もあります。お昼は JFSA 特製のパキスタンカレー
です！お気軽にお問い合せください！

　日 時：４月５日（水）8：30 ～ 15：00 ごろまで
　場 所：JFSA 千葉センター（千葉市中央区都町 3-14-10）

第 56回コンテナ積み込み送り出しボランティア募集中

コルザ 2017 年４月号 No.381（13）

JFSA からのお知らせ

古着などがアル・カイールアカデミーを支えるまで…

 

センターで250種に選別

約80％
パキスタンへ

約20％
国内販売

古着ショップやフリーマーケッ
トで。利益はJFSAの活動を
支える資金に。

卸販売。利益が学校の運営資
金（先生の給料や教材費など）に。

少しでも役に立てばという想い
からJFSAの活動は始まります
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（12）コルザ 2017 年 4 月号 No.381

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

　

第 12 回定期総会・講演会

第 2 回通常総会のご案内はぐくみの杜を支える会

　すべての子どもの笑顔のために。

　【住所】君津市糠田 64 番地 
　tel & fax：0439-32-2270
　http://hagukuminomoriwosasaerukai.jimdo.com/     
　e-mail: hagukumi-sasaerukai@aroma.ocn.ne.jp    (NPO) はぐくみの杜を支える会

　開所より 3年、はぐくみの杜君津か

らはじめて卒業生が生まれます！遠く

からでも見守れる体制を整えるために、

現在いろいろ模索中です。詳細は総会・

ニュースレターでご報告いたします。

　はぐくみの杜君津の敷地のすぐ隣に、

乳児院「はぐくみの杜君津赤ちゃんの

家」を建設中です（写真）。乳児院は、

さまざまな事情で保護者と暮らすこと

のできない新生児～２歳くらいまでの

子どもたちが生活する施設で、５月開

所予定です。2歳以降は児童養護施設

などに入所することになりますが、愛

着障害などの問題を少しでも軽減する

ために、2歳以降の生活の場・家庭と

なる児童養護施設のすぐ隣に建設して

います。支える会では、5月の総会を

もって、この乳児院も支える対象の施

設とすることを提案し、2017 年度の

一歩を踏み出します。

　みなさまの温かいご支援を今後と

もよろしくお願いいたします。

　毎日の暮らしに、フェアトレードを。

　【事業本部】千葉市美浜区真砂 5-21-12 １F
　開所時間　13：00 ～ 16：00（水・土・日・祝日休み）
　tel ＆ fax：043-279-8665　
　http://www.jca.apc.org/earthian　
　e-mail: earthian93@jca.apc.org　 （NPO）地球市民交流基金ＥＡＲＴＨＩＡＮ

アーシアン

アーシアンショップ柏
tel&fax：04-7133-3930

柏市松葉町 3-15-1 ウェルシティ 2F
11：00 ～ 18：00（日曜・祝日 休み）

どなたでも参加いただけます。
希望の方は、上記までお知らせください。

新着情報

第 12回定期総会・講演会

　　日 時：６月２日（金）
　　　　　総　会　13：30 ～ 15：00
　　　　　講演会　15：15 ～ 16：30
　　会 場：千葉市美浜文化ホール　４階会議室
　「わたしたちは、この地球に住む全ての人々
が人間として尊重され、自立し、良い環境のな
かで平和に暮らしていけることを願い、主にア
ジアの人々との交流、支援をすすめています。」
アーシアンではこの理念を掲げ活動を続けてい
ます。上記日程で総会を開催いたします、ぜひ
ご参加ください。
 

講演会　アレッポ石鹼の生産者からみたシリアの現状

　講師　太田正興氏　（株式会社アレッポの石鹸共同代表）

　今回は総会の後、アレッポの石鹸の太田正興氏を迎
えて講演会を開催いたします。シリアの内戦でアレッ
ポも大きな被害を受けました。現地生産者アデルファ
ンサ社も 2014 年にラタキアに生産拠点を移し石鹸をつ
くり続けています。現地生産者のお話やシリア・アレッ
ポの現状を伝えていただきます。ぜひ、ご参加ください。

＊アーシアンの会員以外の方も参加できます。
　参加ご希望の方はアーシアンの事務所までご連絡ください。

第 2回通常総会

　　日 時：5 月 13 日（土）
　 　  総　会　13：30 ～ 14：30
　　  各施設のようす（高橋施設長）
　　　　　　  14：30 ～ 15：30
     会 場：きぼーる（千葉市ビジネス
                   支援センター 15F 多目的室）

　　　　  千葉市中央区中央 4-5-1　
     入場料：無料
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　たくさんのご協力ありがとうございました。

　2016 年は、のべ 5721 人の組合員から 27 ｔ
トン

342.5kg
の古着や毛布・バッグなどが JFSA に寄せられました。
これは JFSA の年間回収量の約 25％、パキスタンへ送
り出しているコンテナ１本（約 25 ｔ

トン

）以上に相当します。
…第 55 回コンテナ送り出し報告
　（１月 18 日送り出し 、３月上旬カラチ到着）
　送り出し総量：24 ｔ

トン

 ９kg　
　40 人のボランティアが参加。事務局と一緒に送り出
しました。このなかには生活クラブ虹の街の組合員の皆
さまから（デポー 12 月・配達便 1 月回収）の古着の一
部も含まれています。
… 到着前に価格が妥結！売上げは 276 万 1035 ルピー
　JFSA はアル・カイール事業グループ（AKBG）に、
AKBG はカラチの卸業者に販売をしています。送り出
し後、コンテナに何がどの位（重さ）入っているかをリ
ストにし、AKBG に送り、卸業者と交渉を行っています。
　今回は到着前に価格が妥結。卸価格の高いバッグなど
が多かったため、前回より高く売ることができ、１kg
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　６月 1 日（木）～ 4 日（日）　
　詳細はデポーのちらしをご覧ください

★ JFSA（千葉・東葛）への送付
　６月 16 日（金）～７月 19 日（水）着
　期間内の日曜 13：00 ～ 17：00 は持ち込みも可

回収品目について
・すべての品目は、他のどなたかが袖を通します。
   シミ・汚れのないものをお願いします。
・特に以下の品目を集めています。
　中古も可 / 毛布、タオル・ハンカチ類、バッグ類　　
　　/ ブラジャー、ガードル、ボディスーツ、男性ランニ
　　ング＆半袖、ブリーフ、トランクス
　新品のみ / エプロン、パジャマ、靴下、下着類（上　　
　　記は中古も可）

JFSA 古着ショップ
10：30～ 19：00　（木曜定休）

JFSAに届いた衣類の 2割を販売しています。
リユース活動に、買うことでもご協力ください。

　　　　　　　　　　　　＊駐車場あります。

千葉店　千葉市中央区都町 3-14-10　
　　　　tel：043-234-1206
柏　店　k

カ プ レ

apre　柏市大室 176- １　
　　　　　tel：04-7110-0984

　2016年度（16年 10月～ 17年 9月）
JFSA会員・支援メンバーを募集しています

　子どもたちの自立を支えるための JFSA の活動を広げて
いく会員・支援メンバーとしてどうぞお付き合いください。
　年 3回、回収のご案内と JFSAの会報や年に１度、アル・カ

イールアカデミー作成のサポーターグッズを送付いたします。

　郵便振替口座番号：00160-7-444198　
　加入者名：ＪＦＳＡ
　正会員：年会費　5,000 円 / １口　
　　　　  ・総会での議決権を有します。

　支援メンバー（賛助会員）：年会費  2,000 円 / １口
　　　　  ・総会での議決権はありません。

第 56回コンテナ積み込み送り出しボランティア募集中

力仕事以外もあります。お昼は JFSA 特製のパキスタンカレー
です！お気軽にお問い合せください！

　日 時：４月５日（水）8：30 ～ 15：00 ごろまで
　場 所：JFSA 千葉センター（千葉市中央区都町 3-14-10）

第 56回コンテナ積み込み送り出しボランティア募集中

コルザ 2017 年４月号 No.381（13）

JFSA からのお知らせ

古着などがアル・カイールアカデミーを支えるまで…

 

センターで250種に選別

約80％
パキスタンへ

約20％
国内販売

古着ショップやフリーマーケッ
トで。利益はJFSAの活動を
支える資金に。

卸販売。利益が学校の運営資
金（先生の給料や教材費など）に。

少しでも役に立てばという想い
からJFSAの活動は始まります
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環境にも優しいくらしを考えるきっかけ
にしてほしいと、赤ちゃんとお母さん
に、生活クラブのせっけんを贈る活動が
2002年から始まりました。対象は組合員
のお子さんで、１歳未満の赤ちゃん。ぜひ、
ご応募ください。

2017年度のプレゼントは、
固型せっけん1個（120ｇ）と台所用液体せっ
けん「おれんじ」（250ml）。プレゼント同封
のせっけんアンケートに答えた方には、こ
どもハミガキ（40ｇ）もプレゼント。

問い合わせはセンター・デポー・配達時・など、
お気軽に声をかけてください。

（14）コルザ 2017 年４月号 No.381

イベント・情報

「福島の現状と放射能」講演会

5 月 24 日（水）10：00 ～ 12：30
会場：船橋市勤労市民センター ホール

託児：あり
担当：組織部　茂野　043-278-7172

ブロック企画

GM ナタネ調査

４月 13 日（木）10：30 ～ 13：00
センター市原
託児あり　参加費 200 円　
担当：塚本　0436-60-1583

（株）平牧工房生産者交流会

４月 14 日（金）10：00 ～ 13：00
生涯学習交流センター（君津市）
託児あり　参加費 200 円　
担当：塚本　0436-60-1583

GM ナタネ検査＆上映会

４月 18 日（火）10：30 ～ 12：30
センターベイ
託児あり　
担当：早川　047-379-1540
オレンジカフェ風の村

４月 22 日（土）13：30 ～ 15：00
生活クラブ風の村流山 地域交流スペース

参加費 100 円　
担当：三宅　04-7134-3801
ＵＶレジンのアクセサリー作り

４月 24 日（月）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり

託児あり　定員 5 人　参加費 400 円
担当：三宅　04-7134-3801
正絹糸で小物作り

４月 26 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

定員３人　
参加費 300 円（ゲスト 500 円）
担当：三宅　04-7134-3801
エコカフェ
 自生 GM ナタネ調査＆ DVD 上映会

４月 26 日（水）10：00 ～ 12：30
谷津コミュニティセンター 1F 調理室

託児あり　定員 15 人　
担当：清松　043-278-7629

＊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。

ちばこどもおうえんだん会員募集！

（NPO) ちばこどもおうえんだんは、千葉
市の里親制度推進事業業務委託団体として
選定され、里親制度の普及啓発活動を行っ
ています。生活クラブ虹の街はこの活動に
賛同しています。子どもたちの未来につい
て一緒に考え、地域の皆さんとの緩やかな
ネットワークづくりにご支援ください。
            年会費：個人　3,000 円 /1 口

　　　　　　  団体　10,000 円 /1 口
特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

tel & fax：043-205-4046
e-mail：chiba.kodomo_ohendan@  

　　　　  fuga.ocn.ne.jp

申請書は 15 ページに

石塚さや ちゃん 2016.03

沼田奏二郎（そうじろう）くん 2016.06

浅野涼真（りょうま）くん 2016.06

武田莉佳（りか）ちゃん 2016.07

島原大志（たいし）くん 2016.08

中村彩七（さな）ちゃん 2016.09

木村恵望（めぐむ）くん 2016.09

田中 晴（はる）くん 2016.10

甘利優衣（ゆい）ちゃん 2016.10

冨田勇翔（ゆうと）くん 2016.10

中川紗理（さり）ちゃん 2016.11

山﨑敦斗（あつと）くん 2016.11

福岡蓮乃亮 ( れんのすけ）くん 2016.12

鈴木陽翔（はると）くん 2017.01

こんにちは！赤ちゃん♪

せっけんプレゼント

お誕生 おめでとう！

生活クラブ葬祭サービス
生活クラブ・スピリッツ（株）シニア事業部

0120-098-325
葬儀受付   24 時間受付・年中無休

相談受付  月～土  9：00 ～ 17：00

生活クラブ葬

風の旅
生活クラブ

の
お葬式

6 年を経過した福島の現状を、生活クラブふ
くしま理事長　大津山ひろみさん、放射能検
査の状況と放射能による健康・環境への影響
については、生活クラブ連合会品質管理部部
長 槌田博さんのお話しを聞き、これからのエ
ネルギーについて考えます。

生活クラブ電気
随時受付中！

問合わせは、
（株）生活クラブエナジー

コールセンター
0120-112-075

    野菜の欠品情報は
生活クラブ連合会の Hp

　　http://www.seikatsuclub.coop/ で
　

組合員メニュー　

　　　　　　→ 今週の
                               野菜情報
　　　　　　　　　　　　　　　

QR コードからも

 託児について…
４ヵ月～小学 3 年生までのお子さんが対象
で、組合員はエッコロ制度の助成により無
料です。NPO 法人 VAIC コミュニティケア
研究所に業務委託し、集団託児ですが、
小さなお子さんに対してはケア
をする人数の割合を増やして対
応しています。着替えや飲み物・
おやつなどをご持参ください。

お詫びと訂正
コルザ3月号3ページ右写真キャプションに間違いがあ
りました。正しくは、「3代め理事長の寺岡郁さん」です。
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申込書・申請書　コルザ４月号
配達時または、デポーフロアに提出して下さい。

　事務局記入欄　センター / デポー（　　　　）、配達コース（　　）-（　  　）
　本部宛　　福島・赤ちゃん / 茂野　　

＊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。

夢風ニュース＆申込書

冬の省エネ、暖房を見直そう

　グリーンファンド秋田は（株）生活
クラブエナジーから委託を受けて、省
エネ講座の講師をしています。下のグ
ラフは（講座時に使用）、1965 年と
2011 年の家庭の用途別エネルギー消
費の推移で、2.2 倍に増えています。
　冬の省エネのポイントは暖房と給湯
で、暖房の熱は窓から 52％も放出し
ているというデータもあります。厚手

のカーテンや冷気を防ぐボードを置い
て冷気を断つ、お風呂のシャワーヘッ
ドを節水型に変えるなど工夫して快適
な省エネをすすめましょう。

夢風ブランド開発活動発表会報告

　1 月 28 日、新横浜のオルタナティ
ブ生活館で、夢風ブランド活動発表会
を行いました。詳しくは、６ページを。

『暮らしの手帳』で風車夢風が紹介

　暮らしの手帳 86 号で電気の特集と
して、特徴のある新電力会社が紹介さ
れ、（株）生活クラブエナジーも取り
上げられました。記事では、半分以

上が風車夢風とそれに伴うにかほ
市との地域間連携について書かれ
ています。暮らしの手帳社の取材
は人形町の事務所で半澤彰浩生活
クラブエナジー代表取締役（生活
クラブ神奈川専務理事）が受けま

した。半澤代表は
掲載された記事を
読んで、「取材時に
夢風について話し
たのは、ほんの少
しだけだったので、
その部分が中心に取り上げられてお
り意外に思いました。雑誌記者から
も夢風の取り組みが特徴的で面白い
と思われたのかとも思います。」
　特集記事は、とても分かりやすく
まとまっています。電力自由化につ
いてまだよくわからないという人に
はおすめすめの記事です。サステイ
ナブル（持続可能）な社会づくりを
実現するためにおおぜいの人に自然
エネルギーを選んでほしいですね。
風車の発電実績　
　12 月の発電量…767,309kWh
　  １月の発電量…760,667kWh
　

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

差し替
え

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

参加希
望は○

１ 　5/24　福島の現状と放射能 同伴者（　　人）お名前 　　　　　　
　　　　　　（家族・組合員・員外）

5/12
託　児

（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）
＊託児の締切は 4/28 です。

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番号を記入してください） １歳の
誕生日
の前日
までに
申請

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

　　　　　　　　　　　　　　　　（男・女）

『コルザ』に掲載してもよろしいですか。　（はい・いいえ）

コルザアンケート
コルザ作成の参考に
させていただきます。

コルザ　　月号を読んで

①よかった・おもしろかった記事　タイトル「　　　　　　　　　　　　　　」　　　ページ

②その理由など

③その他　ご意見・ご希望など

＊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。　
＊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。

その部分が中心に取り上げられてお

＊夢風ニュース vol.55、vol.56 より抜粋。

　全文は生活クラブ虹の街HPで公開中です。
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環境にも優しいくらしを考えるきっかけ
にしてほしいと、赤ちゃんとお母さん
に、生活クラブのせっけんを贈る活動が
2002年から始まりました。対象は組合員
のお子さんで、１歳未満の赤ちゃん。ぜひ、
ご応募ください。

2017年度のプレゼントは、
固型せっけん1個（120ｇ）と台所用液体せっ
けん「おれんじ」（250ml）。プレゼント同封
のせっけんアンケートに答えた方には、こ
どもハミガキ（40ｇ）もプレゼント。

問い合わせはセンター・デポー・配達時・など、
お気軽に声をかけてください。

（14）コルザ 2017 年４月号 No.381

イベント・情報

「福島の現状と放射能」講演会

5 月 24 日（水）10：00 ～ 12：30
会場：船橋市勤労市民センター ホール

託児：あり
担当：組織部　茂野　043-278-7172

ブロック企画

GM ナタネ調査

４月 13 日（木）10：30 ～ 13：00
センター市原
託児あり　参加費 200 円　
担当：塚本　0436-60-1583

（株）平牧工房生産者交流会

４月 14 日（金）10：00 ～ 13：00
生涯学習交流センター（君津市）
託児あり　参加費 200 円　
担当：塚本　0436-60-1583

GM ナタネ検査＆上映会

４月 18 日（火）10：30 ～ 12：30
センターベイ
託児あり　
担当：早川　047-379-1540
オレンジカフェ風の村

４月 22 日（土）13：30 ～ 15：00
生活クラブ風の村流山 地域交流スペース

参加費 100 円　
担当：三宅　04-7134-3801
ＵＶレジンのアクセサリー作り

４月 24 日（月）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり

託児あり　定員 5 人　参加費 400 円
担当：三宅　04-7134-3801
正絹糸で小物作り

４月 26 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

定員３人　
参加費 300 円（ゲスト 500 円）
担当：三宅　04-7134-3801
エコカフェ
 自生 GM ナタネ調査＆ DVD 上映会

４月 26 日（水）10：00 ～ 12：30
谷津コミュニティセンター 1F 調理室

託児あり　定員 15 人　
担当：清松　043-278-7629

＊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。

ちばこどもおうえんだん会員募集！

（NPO) ちばこどもおうえんだんは、千葉
市の里親制度推進事業業務委託団体として
選定され、里親制度の普及啓発活動を行っ
ています。生活クラブ虹の街はこの活動に
賛同しています。子どもたちの未来につい
て一緒に考え、地域の皆さんとの緩やかな
ネットワークづくりにご支援ください。
            年会費：個人　3,000 円 /1 口

　　　　　　  団体　10,000 円 /1 口
特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

tel & fax：043-205-4046
e-mail：chiba.kodomo_ohendan@  

　　　　  fuga.ocn.ne.jp

申請書は 15 ページに

石塚さや ちゃん 2016.03

沼田奏二郎（そうじろう）くん 2016.06

浅野涼真（りょうま）くん 2016.06

武田莉佳（りか）ちゃん 2016.07

島原大志（たいし）くん 2016.08

中村彩七（さな）ちゃん 2016.09

木村恵望（めぐむ）くん 2016.09

田中 晴（はる）くん 2016.10

甘利優衣（ゆい）ちゃん 2016.10

冨田勇翔（ゆうと）くん 2016.10

中川紗理（さり）ちゃん 2016.11

山﨑敦斗（あつと）くん 2016.11

福岡蓮乃亮 ( れんのすけ）くん 2016.12

鈴木陽翔（はると）くん 2017.01

こんにちは！赤ちゃん♪

せっけんプレゼント

お誕生 おめでとう！

生活クラブ葬祭サービス
生活クラブ・スピリッツ（株）シニア事業部

0120-098-325
葬儀受付   24 時間受付・年中無休

相談受付  月～土  9：00 ～ 17：00

生活クラブ葬

風の旅
生活クラブ

の
お葬式

6 年を経過した福島の現状を、生活クラブふ
くしま理事長　大津山ひろみさん、放射能検
査の状況と放射能による健康・環境への影響
については、生活クラブ連合会品質管理部部
長 槌田博さんのお話しを聞き、これからのエ
ネルギーについて考えます。

生活クラブ電気
随時受付中！

問合わせは、
（株）生活クラブエナジー

コールセンター
0120-112-075

    野菜の欠品情報は
生活クラブ連合会の Hp

　　http://www.seikatsuclub.coop/ で
　

組合員メニュー　

　　　　　　→ 今週の
                               野菜情報
　　　　　　　　　　　　　　　

QR コードからも

 託児について…
４ヵ月～小学 3 年生までのお子さんが対象
で、組合員はエッコロ制度の助成により無
料です。NPO 法人 VAIC コミュニティケア
研究所に業務委託し、集団託児ですが、
小さなお子さんに対してはケア
をする人数の割合を増やして対
応しています。着替えや飲み物・
おやつなどをご持参ください。

お詫びと訂正
コルザ3月号3ページ右写真キャプションに間違いがあ
りました。正しくは、「3代め理事長の寺岡郁さん」です。
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申込書・申請書　コルザ４月号
配達時または、デポーフロアに提出して下さい。

　事務局記入欄　センター / デポー（　　　　）、配達コース（　　）-（　  　）
　本部宛　　福島・赤ちゃん / 茂野　　

＊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。

夢風ニュース＆申込書

冬の省エネ、暖房を見直そう

　グリーンファンド秋田は（株）生活
クラブエナジーから委託を受けて、省
エネ講座の講師をしています。下のグ
ラフは（講座時に使用）、1965 年と
2011 年の家庭の用途別エネルギー消
費の推移で、2.2 倍に増えています。
　冬の省エネのポイントは暖房と給湯
で、暖房の熱は窓から 52％も放出し
ているというデータもあります。厚手

のカーテンや冷気を防ぐボードを置い
て冷気を断つ、お風呂のシャワーヘッ
ドを節水型に変えるなど工夫して快適
な省エネをすすめましょう。

夢風ブランド開発活動発表会報告

　1 月 28 日、新横浜のオルタナティ
ブ生活館で、夢風ブランド活動発表会
を行いました。詳しくは、６ページを。

『暮らしの手帳』で風車夢風が紹介

　暮らしの手帳 86 号で電気の特集と
して、特徴のある新電力会社が紹介さ
れ、（株）生活クラブエナジーも取り
上げられました。記事では、半分以

上が風車夢風とそれに伴うにかほ
市との地域間連携について書かれ
ています。暮らしの手帳社の取材
は人形町の事務所で半澤彰浩生活
クラブエナジー代表取締役（生活
クラブ神奈川専務理事）が受けま

した。半澤代表は
掲載された記事を
読んで、「取材時に
夢風について話し
たのは、ほんの少
しだけだったので、
その部分が中心に取り上げられてお
り意外に思いました。雑誌記者から
も夢風の取り組みが特徴的で面白い
と思われたのかとも思います。」
　特集記事は、とても分かりやすく
まとまっています。電力自由化につ
いてまだよくわからないという人に
はおすめすめの記事です。サステイ
ナブル（持続可能）な社会づくりを
実現するためにおおぜいの人に自然
エネルギーを選んでほしいですね。
風車の発電実績　
　12 月の発電量…767,309kWh
　  １月の発電量…760,667kWh
　

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

差し替
え

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

参加希
望は○

１ 　5/24　福島の現状と放射能 同伴者（　　人）お名前 　　　　　　
　　　　　　（家族・組合員・員外）

5/12
託　児

（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）
＊託児の締切は 4/28 です。

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番号を記入してください） １歳の
誕生日
の前日
までに
申請

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

　　　　　　　　　　　　　　　　（男・女）

『コルザ』に掲載してもよろしいですか。　（はい・いいえ）

コルザアンケート
コルザ作成の参考に
させていただきます。

コルザ　　月号を読んで

①よかった・おもしろかった記事　タイトル「　　　　　　　　　　　　　　」　　　ページ

②その理由など

③その他　ご意見・ご希望など

＊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。　
＊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。

その部分が中心に取り上げられてお

＊夢風ニュース vol.55、vol.56 より抜粋。

　全文は生活クラブ虹の街HPで公開中です。
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環境にも優しいくらしを考えるきっかけ
にしてほしいと、赤ちゃんとお母さん
に、生活クラブのせっけんを贈る活動が
2002年から始まりました。対象は組合員
のお子さんで、１歳未満の赤ちゃん。ぜひ、
ご応募ください。

2017年度のプレゼントは、
固型せっけん1個（120ｇ）と台所用液体せっ
けん「おれんじ」（250ml）。プレゼント同封
のせっけんアンケートに答えた方には、こ
どもハミガキ（40ｇ）もプレゼント。

問い合わせはセンター・デポー・配達時・など、
お気軽に声をかけてください。

（14）コルザ 2017 年４月号 No.381

イベント・情報

「福島の現状と放射能」講演会

5 月 24 日（水）10：00 ～ 12：30
会場：船橋市勤労市民センター ホール

託児：あり
担当：組織部　茂野　043-278-7172

ブロック企画

GM ナタネ調査

４月 13 日（木）10：30 ～ 13：00
センター市原
託児あり　参加費 200 円　
担当：塚本　0436-60-1583

（株）平牧工房生産者交流会

４月 14 日（金）10：00 ～ 13：00
生涯学習交流センター（君津市）
託児あり　参加費 200 円　
担当：塚本　0436-60-1583

GM ナタネ検査＆上映会

４月 18 日（火）10：30 ～ 12：30
センターベイ
託児あり　
担当：早川　047-379-1540
オレンジカフェ風の村

４月 22 日（土）13：30 ～ 15：00
生活クラブ風の村流山 地域交流スペース

参加費 100 円　
担当：三宅　04-7134-3801
ＵＶレジンのアクセサリー作り

４月 24 日（月）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり

託児あり　定員 5 人　参加費 400 円
担当：三宅　04-7134-3801
正絹糸で小物作り

４月 26 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

定員３人　
参加費 300 円（ゲスト 500 円）
担当：三宅　04-7134-3801
エコカフェ
 自生 GM ナタネ調査＆ DVD 上映会

４月 26 日（水）10：00 ～ 12：30
谷津コミュニティセンター 1F 調理室

託児あり　定員 15 人　
担当：清松　043-278-7629

＊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。

ちばこどもおうえんだん会員募集！

（NPO) ちばこどもおうえんだんは、千葉
市の里親制度推進事業業務委託団体として
選定され、里親制度の普及啓発活動を行っ
ています。生活クラブ虹の街はこの活動に
賛同しています。子どもたちの未来につい
て一緒に考え、地域の皆さんとの緩やかな
ネットワークづくりにご支援ください。
            年会費：個人　3,000 円 /1 口

　　　　　　  団体　10,000 円 /1 口
特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

tel & fax：043-205-4046
e-mail：chiba.kodomo_ohendan@  

　　　　  fuga.ocn.ne.jp

申請書は 15 ページに

石塚さや ちゃん 2016.03

沼田奏二郎（そうじろう）くん 2016.06

浅野涼真（りょうま）くん 2016.06

武田莉佳（りか）ちゃん 2016.07

島原大志（たいし）くん 2016.08

中村彩七（さな）ちゃん 2016.09

木村恵望（めぐむ）くん 2016.09

田中 晴（はる）くん 2016.10

甘利優衣（ゆい）ちゃん 2016.10

冨田勇翔（ゆうと）くん 2016.10

中川紗理（さり）ちゃん 2016.11

山﨑敦斗（あつと）くん 2016.11

福岡蓮乃亮 ( れんのすけ）くん 2016.12

鈴木陽翔（はると）くん 2017.01

こんにちは！赤ちゃん♪

せっけんプレゼント

お誕生 おめでとう！

生活クラブ葬祭サービス
生活クラブ・スピリッツ（株）シニア事業部

0120-098-325
葬儀受付   24 時間受付・年中無休

相談受付  月～土  9：00 ～ 17：00

生活クラブ葬

風の旅
生活クラブ

の
お葬式

6 年を経過した福島の現状を、生活クラブふ
くしま理事長　大津山ひろみさん、放射能検
査の状況と放射能による健康・環境への影響
については、生活クラブ連合会品質管理部部
長 槌田博さんのお話しを聞き、これからのエ
ネルギーについて考えます。

生活クラブ電気
随時受付中！

問合わせは、
（株）生活クラブエナジー

コールセンター
0120-112-075

    野菜の欠品情報は
生活クラブ連合会の Hp

　　http://www.seikatsuclub.coop/ で
　

組合員メニュー　

　　　　　　→ 今週の
                               野菜情報
　　　　　　　　　　　　　　　

QR コードからも

 託児について…
４ヵ月～小学 3 年生までのお子さんが対象
で、組合員はエッコロ制度の助成により無
料です。NPO 法人 VAIC コミュニティケア
研究所に業務委託し、集団託児ですが、
小さなお子さんに対してはケア
をする人数の割合を増やして対
応しています。着替えや飲み物・
おやつなどをご持参ください。

お詫びと訂正
コルザ3月号3ページ右写真キャプションに間違いがあ
りました。正しくは、「3代め理事長の寺岡郁さん」です。
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申込書・申請書　コルザ４月号
配達時または、デポーフロアに提出して下さい。

　事務局記入欄　センター / デポー（　　　　）、配達コース（　　）-（　  　）
　本部宛　　福島・赤ちゃん / 茂野　　

＊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。

夢風ニュース＆申込書

冬の省エネ、暖房を見直そう

　グリーンファンド秋田は（株）生活
クラブエナジーから委託を受けて、省
エネ講座の講師をしています。下のグ
ラフは（講座時に使用）、1965 年と
2011 年の家庭の用途別エネルギー消
費の推移で、2.2 倍に増えています。
　冬の省エネのポイントは暖房と給湯
で、暖房の熱は窓から 52％も放出し
ているというデータもあります。厚手

のカーテンや冷気を防ぐボードを置い
て冷気を断つ、お風呂のシャワーヘッ
ドを節水型に変えるなど工夫して快適
な省エネをすすめましょう。

夢風ブランド開発活動発表会報告

　1 月 28 日、新横浜のオルタナティ
ブ生活館で、夢風ブランド活動発表会
を行いました。詳しくは、６ページを。

『暮らしの手帳』で風車夢風が紹介

　暮らしの手帳 86 号で電気の特集と
して、特徴のある新電力会社が紹介さ
れ、（株）生活クラブエナジーも取り
上げられました。記事では、半分以

上が風車夢風とそれに伴うにかほ
市との地域間連携について書かれ
ています。暮らしの手帳社の取材
は人形町の事務所で半澤彰浩生活
クラブエナジー代表取締役（生活
クラブ神奈川専務理事）が受けま

した。半澤代表は
掲載された記事を
読んで、「取材時に
夢風について話し
たのは、ほんの少
しだけだったので、
その部分が中心に取り上げられてお
り意外に思いました。雑誌記者から
も夢風の取り組みが特徴的で面白い
と思われたのかとも思います。」
　特集記事は、とても分かりやすく
まとまっています。電力自由化につ
いてまだよくわからないという人に
はおすめすめの記事です。サステイ
ナブル（持続可能）な社会づくりを
実現するためにおおぜいの人に自然
エネルギーを選んでほしいですね。
風車の発電実績　
　12 月の発電量…767,309kWh
　  １月の発電量…760,667kWh
　

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

差し替
え

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

参加希
望は○

１ 　5/24　福島の現状と放射能 同伴者（　　人）お名前 　　　　　　
　　　　　　（家族・組合員・員外）

5/12
託　児

（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）
＊託児の締切は 4/28 です。

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番号を記入してください） １歳の
誕生日
の前日
までに
申請

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

　　　　　　　　　　　　　　　　（男・女）

『コルザ』に掲載してもよろしいですか。　（はい・いいえ）

コルザアンケート
コルザ作成の参考に
させていただきます。

コルザ　　月号を読んで

①よかった・おもしろかった記事　タイトル「　　　　　　　　　　　　　　」　　　ページ

②その理由など

③その他　ご意見・ご希望など

＊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。　
＊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。

その部分が中心に取り上げられてお

＊夢風ニュース vol.55、vol.56 より抜粋。

　全文は生活クラブ虹の街HPで公開中です。
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日 月 火 水 木 金 土
4/2 ３ ４　　 ５ ６ ７ ８

９

お休み

（次月は 5/3 ～ 5）

10 11 12 13 14 15

16　 17 18 19 20 21 22

23

　　　　

24 25 26 27  28 29

30

（16）コルザ 2017 年４月号 No.381

４月のデポー

＊ 2017 年 3 月 14 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（4/3）　園生は 4/4

　「せっけんの街」のせっけん類など　
アルプス信州ジュースウィーク（4/3 ～ 8）
　（株）アルプスの信州ストレートジュース類をご紹介します。
　期間中対象品目がお得です。

新生活応援フェア（4/7・8）春の野菜果物と豚肉でお弁当

　平牧三元豚バラ薄切り・生姜焼き用・豆腐ハンバーグ・　
　お弁当用ソースメンチカツ・おすすめのスープや味噌汁類

ビオサポ週（4/10 ～ 15）
　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。
　4/10：みつわ台　4/11：真砂、浦安、大津ヶ丘、園生

　4/12：木刈　4/13：新松戸　4/14：松葉町

日東珈琲ウィーク（4/10 ～ 16）
　人気の「森のコーヒー」「パプアニューギニア」　
中華フェア（4/14・15）コーミの中華ソースで手軽においしく！

　エコシュリンプＭ・むき身・丹精國鶏のモモ・
　ムネ・ササミ・手羽元・手羽先・
　コーミの中華ソースと楽めしソース よりどり２パック

行楽フェア（4/21・22）      もうすぐゴールデンウィーク

　バーベキューの準備や連休中のおやつはこちらで！

　デポーおすすめの開拓牛・平牧三元豚各１品目
　おすすめの冷凍和スィーツ・
　白桃缶や瀬戸内みかんゼリーなどよりどり２個
ゴールデンウィークフェア（4/28・29）
　開拓牛・三元豚の焼肉用アイテム・豚スペアリブ
　ポン酢醤油・焼肉のたれ・おすすめのお菓子類

せっけんの街の日（4/3）　園生は 4/4

アルプス信州ジュースウィーク（4/3 ～ 8）

５％
off 

新生活応援フェア（4/7・8）春の野菜果物と豚肉でお弁当

せっけんの街の日
黒豚の日

　　　　　　　　　　　　　アルプス信州ジュースウィーク

　　　

日東珈琲ウィーク（4/10 ～ 16）

平牧金華豚の日平牧金華豚の日

ほうきね牛入荷

        新生活応援フェア

行楽フェア

ほうきね牛入荷

５％
off 

ゴールデンウィークフェア

朝採り野菜の日

５％
off 

５％
off 

        新生活応援フェア

５月は
３・４・５日（水～金）

デポーの
お休み

→園生は 4/4

ビジョンフードの日

ビジョンフード ( お米 ･ 牛乳 ･ 鶏
卵 ･ 肉類 ･ 青果物 ) を月替わりで、
それぞれの特徴やおいしい食べ
方などを紹介。試食あり。

ビジョンフードの日
　　　　　2 回／月

4 月のテーマは

「鶏卵」

　中華フェア

冷凍品お買い得
２パック
 以上で ５％

off 

　中華フェア

＊天候により中止あり

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 

　　　企画がいっぱい！　ぜひ、会いに来てください。

　　　14 周年バースデーフェア　
ありがとう！　

ワーカーズ  4 周年まつり　

ビオサポ週（4/10 ～ 15）

日東珈琲ウィーク（4/10 ～ 16）

中華フェア（4/14・15）コーミの中華ソースで手軽においしく！

行楽フェア（4/21・22）      もうすぐゴールデンウィーク

ゴールデンウィークフェア（4/28・29）

10％
off 

4/14・15

4 周年

ビオサポ献立と
関連消費材を紹介

ビオサポの日
　　　1 回／月

木刈
新松戸５％

off 

デポー浦安、７月
リニューアルオープン！

ビジョンフードの日

５％
off 
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