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組合員の皆さんに 7月理事会の報告をします。
１．流山おおたかの森駅前に建設中の新規デポーを「デポーおお
たかの森 ｣とし、10月20日（金）をオープン予定日とします。
２．2017年度より開始するエッコロ福祉助成について、応募要項
を定めました。エッコロ福祉基金･エッコロ福祉助成審査委員会を
設置し、審査から助成決定までを担うことと運営のスケジュール等

を確認しました。
３．エッコロ制度改正による日常生活支援の開始に向け、エッコロ
制度の保障内容（給付の対象）の周知をはかります。また、新た
なケアの担い手として個人登録者を募集します。
４．エンディングサポートイベント「終活フェア」を11月４日（土）
ホテルメイプルイン幕張で開催します。

６月の組織報告   総供給高　677,580,913 円　　
　　　　　　　　     総組合員数　40,626 人（班 5,313 人  個別 20,137 人　デポー 10,567 人　経済共済 4,609 人）
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第 1・２回助成団体・報告 
虹の街では、2016 年から「こども食堂」支援に着手し、
地域に住む子どもに無料ないしは安価で食事を提供す
るこども食堂の設立や運営をサポートする助成事業に
取り組んでいます。
1 月に寄付募集を行い、組合員 1,004 人から 1,429,540
円が集まりました。これを原資に、こども食堂基金と
し、ブロックを通じて助成団体を募集。第 1 回の募集
には 19 団体の応募があり全団体へ、第 2 回の募集に
は 5 団体（3 ページ表）へ、理事会で承認・助成され
ました。そのうち、5 団体のようすをお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 福祉委員会

場所：市川市須和田 1-23-4　
　　生活クラブ風の村　きなりの街すわだ　1 階カフェスペース
時間：毎週第３木曜日　18：00 ～
参加費：おとな 300 円　こども 100 円
問合わせ：047-375-3300（生活クラブ風の村　きなりの街すわだ）
開催のようす・特徴：ボランティアの方々も多く、厨房からは笑い声

　が聞こえてくるようなとても和やかな雰囲気。普段はカフェとなるス
　ペースなので、雰囲気も明るく食事されている方々も笑顔いっぱい。
　近所のお子さんを何人か連れて食べに来ているお母さん、 一人
　暮らしのご婦人、ヘルパーに付き添われた 90 歳代の方、近くの
　障がい者施設からのグループ、など幅広い人の集う場所であり、
　皆さんの居場所作りとして機能している食堂です。
参加者の声：普段、家ではカレーでもこんな風に（野菜を盛りつけ

　たり）しないのでうれしい。久しぶりに元気なお顔が見られてよ
　かった。（参加者同士のコミュニケーション）

きなりこども食堂

場所：佐倉市稲荷台 1-17-1・2 階　ほっとスペース・つき
時間：毎週水曜日　18：30 ～ 19：30
参加費：おとな 400 円　こども 100 円
問合わせ：tel : 043-235-8008 / fax : 043-235-8008
     mail : info@hottospace.com（NPO 法人ほっとスペース・つき）
開催のようす・特徴：ほっとすぺーす・つきは、「ここに来れば話せ

　る人がいる」をコンセプトに支援を必要としている人への居場所づ
　くりや地域力の向上、子どもの学習支援などに取り組んでいます。
  小～高校生くらいまでの子どもたちが宿題をしたり、ご飯を食べた

　り、食べ終わるとテーブルからソファへ移動して、雑談をしたり音楽
　を聞いたり、思い思いに過ごし、とてもリラックスしたようす。
  お父さんと小学生くらいの娘さん親子やお仕事帰りとみられる若い
  お母さんと 4 歳くらいの女の子親子は、食後すぐに帰りましたが
  「〇〇ちゃん、また来てね！」と声をかけている場面がありました。

参加者の声：家族みたい。手作りごはんが食べられてうれしい。
　みんなと一緒に食事できてうれしい。おいしい。

こども食堂　つき

場所：南房総市谷向 100　三芳農村環境改善センター　調理室
時間：（都合により詳細は非表示とさせていただきます。）
参加費：無料
問合わせ：0470-28-4288（NPO 法人子ども家庭サポートセンターちば）
開催のようす・特徴：地域の子育て支援を担う「児童家庭支援センター」

　の運営と千葉県の里親研修事業の業務を受託しているＮＰＯ法人が
　業務として開催している。必要な業務なのでＮＰＯ法人の経費で開催
　しており、助成金が得られなくてもできる範囲で継続していく。民生
　委員や児童委員の会へ広報し、地域の支援が必要と思われる親子に
　来場を呼び掛けてもらっており、一般へは広報していない。対象を絞っ
　た支援で、主な参加者である里親里子家庭やひとり親家庭同士の交
　流の場となり、子どもの成長するようすも見られる。同じ会場で 2016
　年 1 月より週 1 回小中学生の学習支援も行われている。
参加者の声：参加すれば毎月同じ顔に会えるので、他の親子やスタッ

　フと交流できる。里親里子家庭同士の情報交換の場。子ども同士が
　仲良くなって兄弟のように遊んでいる。

オレンジ食堂こども食堂基金

ベイブロック

佐倉ブロック

市原ブロック
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場所：松戸市新松戸 4-256-1ISRC ビル　リバイバルチャーチ
時間：毎月１回土曜日
参加費：おとな 300 円、こども 100 円
開催のようす・特徴：毎回、子どもからお年寄りまで 20 ～ 30 人が

　集まります。地域にちらしなどは撒いておらず、友人からの声掛けな
　どで誘って来てくれる人が多いです。一人暮らしの若者やお年寄りが
　誘われて参加することもあります。
　昼食をつくるのは、ボランティアさん。
　参加する人は、ゆったりと昼食を楽しんでいます。
参加者の声：何種類かおかずがあるので、おなか一杯になって嬉しい。
　（お年寄りは）おいしいし、みんなと食べられることが嬉しい。

　 ＊問合わせは、松戸ブロック（センター松戸）、福祉・たすけあい事業部へ

JOYJOY ランチ

場所：千葉市若葉区みつわ台 3 ｰ 4 ｰ 11　
　　　UR みつわ台賃貸住宅集会室
時間：毎月第 4 日曜日 11：30 ～ 13：00
参加費：カレー1 皿 100 円 + 次回の材料費としてお米か野菜 1 つ
問合わせ：043-235-2320（まち10 ひろば）
開催のようす・特徴：生活クラブの消費材をメインに使い、ベテラン

　主婦たちが仕込むので、おいしいと評判のカレー。まち10 ひろばは
  ＵＲとタイアップしているので、UR 内に毎回ちらしを入れている。　

　UR 居住者の参加はまだ多くはないが、毎回楽しみにしている方もあ
　り、憩いの場となっている。
　同日同会場の隣部屋で「ボードゲームを楽しむ会」が開催され、子

　どもから大人まで 20 ～ 30 人ぐらいが参加している。この参加者でカ
　レーを食べる人も多い。
参加者の声：みんなでお話しながら食べるカレーはとてもおいしい。
　カレーはボードゲームの合間にささっと食べられるので、ありがたい。
　100 円でお腹がいっぱいになるのが嬉しい。

カレーおばさんの日

　2017 年度　第２回こども食堂基金助成団体一覧　
単位：円

こども食堂の現状と今後の活動について

　子ども食堂基金寄付募集実績：1,429,540 円
　　第１回助成 (2017 年 3 月 )　19 団体　926,000 円
　　第２回助成 (2017 年 5 月 )　   5 団体　348,300 円　
　　　　　　　　　　　　　　　　   残金　155,240 円

　多くの組合員の賛同が集まった「子ども食堂基金」ですが、応
募団体が多く、残金が少なくなったことから第３回の募集はしな
いことを決定しました ( 計画では 8 月と 11 月にも助成予定 )。各
ブロックでは、助成審査時に、その団体をブロックとして推薦す
るという経緯があるため、助成後の交流も多く見られ、子育ての
社会化を考えるきっかけになっています。継続支援をどうつくるか、
組合員の皆さまの思いをどう繋ぐか、次年度の基金については下
期に検討していきます。　　　　　　　　福祉委員長　山本百合

こども食堂名 種　別 助成金額 ブロック

1 クルトコ 朝カフェ 立上げ・運営助成 80,000 柏

2 TSUGA no わ
　　　こども食堂 立上げ・運営助成 100,000 千葉

3 しろい子どもランチ会 立上げ・運営助成 68,300 松戸

4 オレンジ食堂 立上げ・運営助成 50,000 市原

5 地域の学び舎
　　　　『プラット』立上げ・運営助成 50,000 ベイ

総計 348,300

松戸ブロック

千葉ブロック
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場所：松戸市新松戸 4-256-1ISRC ビル　リバイバルチャーチ
時間：毎月１回土曜日
参加費：おとな 300 円、こども 100 円
開催のようす・特徴：毎回、子どもからお年寄りまで20 ～30人が
　集まります。地域にちらしなどは撒いておらず、友人からの声掛けな
　どで誘って来てくれる人が多いです。一人暮らしの若者やお年寄りが
　誘われて参加することもあります。
　昼食をつくるのは、ボランティアさん。
　参加する人は、ゆったりと昼食を楽しんでいます。
参加者の声：何種類かおかずがあるので、おなか一杯になって嬉しい。
　（お年寄りは）おいしいし、みんなと食べられることが嬉しい。

　 ＊問合わせは、松戸ブロック（センター松戸）、福祉・たすけあい事業部へ

JOYJOY ランチ

場所：千葉市若葉区みつわ台 3 ｰ 4 ｰ 11　
　　　URみつわ台賃貸住宅集会室
時間：毎月第 4日曜日 11：30～ 13：00
参加費：カレー1皿100 円 +次回の材料費としてお米か野菜1つ
問合わせ：043-235-2320（まち10ひろば）
開催のようす・特徴：生活クラブの消費材をメインに使い、ベテラン
　主婦たちが仕込むので、おいしいと評判のカレー。まち10ひろばは
  ＵＲとタイアップしているので、UR内に毎回ちらしを入れている。　
　UR居住者の参加はまだ多くはないが、毎回楽しみにしている方もあ
　り、憩いの場となっている。
　同日同会場の隣部屋で「ボードゲームを楽しむ会」が開催され、子
　どもから大人まで20～30人ぐらいが参加している。この参加者でカ
　レーを食べる人も多い。
参加者の声：みんなでお話しながら食べるカレーはとてもおいしい。
　カレーはボードゲームの合間にささっと食べられるので、ありがたい。
　100 円でお腹がいっぱいになるのが嬉しい。

カレーおばさんの日

　2017年度　第２回こども食堂基金助成団体一覧　
単位：円

こども食堂の現状と今後の活動について

　子ども食堂基金寄付募集実績：1,429,540 円
　　第１回助成 (2017 年 3月 )　19 団体　926,000 円
　　第２回助成 (2017 年 5月 )　   5 団体　348,300 円　

残金　155,240 円

　多くの組合員の賛同が集まった「子ども食堂基金」ですが、応
募団体が多く、残金が少なくなったことから第３回の募集はしな
いことを決定しました(計画では 8月と11月にも助成予定 )。各
ブロックでは、助成審査時に、その団体をブロックとして推薦す
るという経緯があるため、助成後の交流も多く見られ、子育ての
社会化を考えるきっかけになっています。継続支援をどうつくるか、
組合員の皆さまの思いをどう繋ぐか、次年度の基金については下
期に検討していきます。　　　　　　　　福祉委員長　山本百合

こども食堂名 種　別 助成金額 ブロック

1 クルトコ 朝カフェ 立上げ・運営助成 80,000 柏

2 TSUGA no わ　　　こども食堂 立上げ・運営助成 100,000 千葉

3 しろい子どもランチ会 立上げ・運営助成 68,300 松戸

4 オレンジ食堂 立上げ・運営助成 50,000 市原

5 地域の学び舎　　　　『プラット』立上げ・運営助成 50,000 ベイ

総計 348,300

松戸ブロック

千葉ブロック
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1997 年にオープンしたデポー浦安は、今回２度
目のリニューアルとなり、7/7 ～ 9にリニューア
ルオープンまつりを開催しました。初日のようす
を取材しました。（47人加入 7/21 現在）

デポー浦安　
リニューアルオープン

↑鏡開き。右から木村庸子理事
長、神谷洋子実行委員長、亀本
正美W.Co 樹代表理事

ワーカーズコレクティブ・各デポーから
店長をはじめ助っ人に。生活クラブ共
済のマスコットハグみちゃんも応援に！

新設のテイスティングコーナー。共生
食品（株）さんが、おいしい焼きそば
のつくり方のコツを説明。試食で納得！

組合員活動室を少し広げて、地域交流ス
ペース「うららか」に。託児コーナーも

↑デポーではおなじみの、千葉
県佐原の蔵元東薫酒造（株）さん。
←生酒の試飲でアピール

←（株）秋川牧園さんは山口県
から。焼き鳥の試食でアピール

デポー浦安は、京葉
線新浦安駅から南
へ徒歩10 分。
組合員の方なら利
用することができま
す。リニューアルし
たデポー浦安へ、ぜ
ひ、お越しください。

浦安市入船 4-9-7ワーコレ惣菜部のお弁当は、「祝」の
シールでお祝い

鮮魚は、鮮魚室でさばかれて
刺身やお造りにも

店内は、ブラウンとレンガ調をベースにしたおちついた雰囲気です。
ゆったりとした雰囲気で買い物が楽しめます

お菓子のコーナーは低めに設定。充実した品
揃えです

正美W.Co 樹代表理事
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第 44回 庄内交流会

「よやくらぶ」（遊YOU米の予約）は
安全安心を未来へ繋ぐ仕組み

　遊佐の生産者は、「水」がおいしい
お米のみならず、生命の源だと、あた
りまえに理解し、鳥海山の豊富な雪解
け水を大切に守り続けています。私た
ちが安全安心なお米を食べることがで
きるのもそのお陰です。今、遊佐では
世代交代がすすみ、若い生産者が頑
張ってくれています。将来にわたって
安心なお米を食べられるように、食べ
続ける約束をしましょう。

松戸ブロック　山田るりか

こめ育ち豚ってこんな豚

　庄内平野の自然豊かな大地、雄大な
鳥海山、見渡す限り青 と々した田んぼ。
鳥海山の水を使い、遊 YOU米がつく
られています。同じ基準で飼料用米が
つくられています。このお米を食べて育っ
た平田牧場の「こめ育ち豚」。2004 年
に遊佐町で「飼料用米プロジェクト」が
発足し、 豚への給餌が開始され、飼育
期に10%の給餌でしたが 2016 年産飼
料用米の配合割合は肥育前期（生後78
～120日 約 30 ～ 57kg）に15%、 飼
育後期（121～200日）に 30%をとう
もろこしに置き換えて給餌。豚１頭あた
り、生まれてから出荷までに73.5kgも
お米を食べています！

　「こめ育ち豚」はジューシーで濃厚
な旨味、上品な甘さが特徴で、脂がたっ
ぷりのっているのに、あっさりしてい
て、おいしさが口いっぱいに広がりま
す。栄養価（オレイン酸の割合）が高
く、栄養・おいしさ・環境 全てにお
いて素晴らしい豚です。
　つくる人、育てる人、食べる人がみ
んなで支え合い、持続できるよう、消
費材を食べて支え合うことの大切さを
より一層感じ、子どもたちにも伝えて
いかなければならないと強く思いまし
た。　　　　   佐倉ブロック　小林友子

「農畜産加工品」について

　山形親生会には、私たちにとてもな
じみの深い農畜産加工品の生産者がた
くさんいます。今回、（資）杉勇蕨岡
酒造場を見学しました。
　蔵の地下には鳥海山の雪解け水が豊
富に流れ、杉勇の酒は全てその水を
使って厳寒の時期に手造りで仕込まれ
ます。工場内にも湧水があり、柔らか
くすっきりとした味わいでした。この
水と、共同開発米と同じ栽培基準でつ
くられる酒米（雪化粧）と、遊佐のお
いしい空気、手間暇かけた丁寧な酒造
りによって生活クラブオリジナルの純
米酒「遊

ゆ ざ こ い

佐来」が生まれます。
　山形の消費材全てが、より身近に大

切に感じられるようになりました。
佐倉ブロック　紅谷秋恵

食べ続ける後継者が循環型をつなげる

　米の生産者の話で印象に残ったのは、
「遊佐米に限らず、まずお米を食べる習
慣を持って欲しい」と。参加者からも
「食べ続けていく後継者も大事というこ
とですね」という言葉でした。
　山形親生会の各所を見学し、また交
流会でも多くの方と話をして、生産者、
私たち消費者、大勢の参加、そして交
流があるからこそ、地域内の循環が保
たれ、継続されているのだと肌で感じ
ることができました。 
 千葉に戻ってからもあの雄大な鳥海
山と皆さんの笑顔が焼き付いています。

　市原ブロック　立野真樹子

太陽光発電について

　今年の４月に着工した「庄内・遊佐
太陽光発電所」の工事現場を車中から
見学しました。
　日比谷公園２個分という広い敷地に
複数のショベルカーが入り、整地作業
をしていました。今後ソーラーパネル
が 67,000 枚設置され、年間 18,000
メガワット時の発電を計画しています。
2019 年１月に商用運転が開始する予
定です。         千葉ブロック　畔上久美

７月 23 ～ 26 日の日程で今年も庄内交流会が行
われました。総勢70人、生活クラブ虹の街からは、
6人が参加。見学や交流を通して学んだ、産地の
状況や課題などについて報告します。

①太陽光発電所の整地作業風
景 ②⑤（資）杉勇蕨岡酒造場。
酒蔵では鳥海山系の伏流水で
仕込み ③飼料用米のほ場と看
板 ④草が綺麗に刈り取られた水
路。田んぼの排水は日本海へ

①

② ③ ④

⑤



　10 月 20 日、デポーおおたかの森
オープンします。
　今年１月より建設準備委員会を立ち
上げ、地域の組合員へ向けて合意形成
をすすめるデポ活カフェを開催。３月
には新たに建設委員会を立ち上げ本格
的に仲間づくりをスタートしました。
　あつまり隊では生産者を招いて交流
会や料理会・試食会などを開催。ふや
し隊ではおおたかの森エリアを中心に
キャラバンであちこちへ出向き、多く
の方が組合員に仲間入りしました。あ
つまり隊・ふやし隊コラボ企画「にじ
いろマルシェ」は、出店者・参加者共

に毎回さまざまな方の参加
で地域との交流の場となっ
ています。
　９月も楽しいイベントを
たくさん用意していますの
で、近くにお住まいの皆さ
ま、ぜひお友だちを紹介し
てください！
　企画以外にも、おおたか

の森エリアの配達のトラックへ添乗
し、組合員に会いに行きました。建
物の外観ができあがってきたことを
伝え、1200 人（加入目標）の組合員
を集めるため、お友だち紹介をお願い
しました。ふだんの企画ではなかなか
会えない多くの組合員に会えてお話
しできました。加入間もない方から大
ベテランの組合員まで、多くの方がデ
ポーおおたかの森のオープンをとて
も楽しみにしていることがわかりま
した。紹介したいお友だちと企画に参
加したいという方もいて心強く感じ
ました。

　いよいよ来月オープンです。まだま
だ多くの組合員が必要です。生産者に
安心な消費材をつくってもらうために
も多くの組合員の力が必要です。
　子育ての街流山で、たくさんのお母
さんたちに生活クラブを選んでもらい
たいと思います。
               デポーおおたかの森建設委員長
　　　　　　　　　　　　　　   東條絵美

遊佐消費地交流会

　７月５日、「大好き！お米のごはん　作っ
た人に会える～遊佐消費地交流会～」を
本部３階ホールにて消費委員会が開催。
目的は、遊佐町が取り組んでいる循環型
農業や、環境保全型農業などを知り、遊
佐町全体の取り組みを学び、「遊佐の米」
の特徴を知り、よやくらぶの登録の意味
を理解すること。今回は遊佐町の話に加
え祭り寿司体験もあり43人が参加。
　遊佐町からお米の生産者の尾形長輝さ
んとせっけん研究会会長の小野寺律子さ
んを迎えました。
　尾形さんからは、遊佐町の説明、米の
種まきから刈り取り作業まで、そして、遊
佐町農業の特徴である環境保全型農業
や循環型農業を象徴する飼料用米の取り
組み、肥料の開発や栽培実験などへの

チャレンジとそれらが若い生産者に引き
継がれていることなど。
　小野寺さんからは取り組み開始から40
年も経つ遊佐町でのせっけんの利用促進
運動について話しを聞きました。
　今、私たちが当たり前に口にしている特
別栽培米基準でつくられている遊 YOU
米はこの間の生産者と先輩組合員との交
流の賜物です。祭り寿司体験は、お二人
も一緒に。昼食には各自つくった祭り寿
司と小野寺さんのレシピ、遊佐の郷土料
理の「孟

もうそうじる

宗汁」と「だし」。小野寺さんの
調理アドバイスで本場の味を再現。特に
「孟宗汁」は大好評で、お鍋２つが空に。
各テーブルでは舌鼓を打ちながら生産者
や参加者同士の交流がすすみました。
　参加者からは、「環境を守りながら安
全とおいしさを心がけ、若い人たちとも繫
がって一生懸命お米をつくっていることが

分かった」「せっけんの話が興味深かった」
「遊佐に行ってみたい」「これからも食べ
続けます」「今日の話を周りの人に伝えま
す」「遊佐米を予約したい」。
　生活クラブでは、米をはじめ、牛乳、
食肉、青果物を「ビジョンフード」と呼び、
おおぜいで食べることで国内自給率の向
上、生態系の保護、食の安全性を追求し、
次世代の子どもたちが安心して健康に暮
らしていく社会をめざしています。食べる
と約束することで生産者が安心して米づ
くりができ、次世代にも繫がっていきます。
　これからも、このような知る機会をたく
さんつくって、おおぜいで食べる意味を学
んでいけたらと思いました。

消費委員長　福住洋美

阻止ネット「もんじゅ廃炉」学習会
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　７月 10 日、「六ヶ所再 処理工場」に
反対し放射能汚染を阻止する全国ネット
ワーク（阻止ネット）主催「もんじゅ廃炉」
について学習会が東新宿のパルシステム
本部で開催されました。
　これまで生活クラブは、阻止ネット呼
びかけ団体と共に六ヶ所再処理工場の本
格稼働中止を求める活動をすすめてきま
した。生活クラブを始め、構成団体のあ
いコープみやぎ、大地を守る会、日本消
費者連盟、グリーンコープ、パルシステム
から多くが参加しました。
　勉強会では、原子力資料情報室の伴
秀幸さんと、原発に反対する福井県民会
議の宮下事務局長を講師に、もんじゅの
開発から現在までの歴史、次期高速炉の
開発、政府はなぜ開発を続けるのか、な
どについて話を聞きました。
　政府は、2016 年 12 月、福井県敦賀
市にある高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉
を決定。燃料のプルトニウムを増やす「夢
の原子炉」として期待され、これまで 1
兆円以上が投じられてきましたが、事故
やトラブルが相次ぎほとんど機能しません
でした。同様に、核燃料サイクルの一部
にあたる、青森県の六ヶ所再処理工場も
トラブル続きで、いまだ稼働は見通せま
せん。
　政府は「高速増殖炉」をあきらめる一
方で「高速炉」開発に展望を見出そうと
しています。高速炉は、プルトニウムを
消費する原子炉で、増殖しないワンウエ
イ。使用済み燃料中にある１％にも満た
ないプルトニウムを使用しても、増殖炉に
比べればごくわずかで、有効利用という
にはほど遠く、費用対効果は増殖炉と比
較してかけ離れ、わざわざ高速炉を開発
する必要性はありません。経産省はこれ
まで再処理－プルサーマル路線への転換
を図り、六ヶ所再処理工場で抽出される
プルトニウムはプルサーマルで消費するこ
とを基本としていました。これはその先の
高速増殖炉開発を目標とした暫定的路線
という位置づけでしたが、高速増殖炉開
発が放棄されたことで、再処理の意義も
失われています。
　国が高速炉の開発にこだわるのは、高
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速炉が核燃料サイクルの中核で、これが
なくなると、原発から出る使用済み核燃
料が行き場を失い日本の原子力政策が立
ち行かなくなる恐れがあるからだとされて
います。
　核燃サイクルの恐ろしさは①再処理工
場も「もんじゅ」も巨大地震、津波に襲
われたらフクシマの比ではないこと　②
核疑惑をはらむプルトニウムや、高レベル
廃棄物の存在　③湯水のように税金を使
い（すでに 12 兆円）、巨大資本・原子力
ロビーの利益を最優先させる政策である
こと。
　宮下さんの、「再稼働を止めることでは
終わらない。膨大な核燃料と廃棄物の処
理・管理に 10 万年。福井以外、都会の
人から声をあげよう！」という言葉が心に
響きました。          環境委員長　船水　香

生活クラブ風車「夢風」５周年

　７月 29・30 日、秋田県にかほ市で行
われた「夢風」５周年記念イベントの祝う
会と記念フォーラムに生活クラブ・千葉か
ら 12 人、東京・神奈川・埼玉を合わせ
51 人が参加しました。　
　１日目の祝う会は、にかほ市副市長、
教育長、市議会副議長、にかほ市や芹田
自治会の皆さん、夢風ブランド品生産者、
自然エネルギー関連団体、生活クラブ生
産者など、暮らしの手帖取材もあり100
人以上が参加。風車の下、地元小学生の
元気な祝い太鼓から始まり、市長・芹田
自治会会長・夢風ブランド開発生産者の
挨拶、夢風ブランド品や特産品の試食交
流。歓談の後は組合員全員で青いサンゴ
礁の替え歌「白い WINDMILL（風車）」
を披露しました。
　夢風は、生活クラブがめざす食・環境・
福祉を自治する持続可能な生活であり、
にかほ市との地域間連携による持続可能
な自然エネルギー社会づくりに向けた共
同宣言は今も継続されています。
　にかほ市は 1984 年から風車を設 置
しましたが、多くの風車のなかでも新た
な経済モデルとなっているのは夢風だけ。
地元芹田地区では加工用トマトや大豆が

作付けされ、生活クラブのトマトケチャッ
プや豆乳に加工さています。地域の特産
品を利用し、組合員と共に開発をすすめ
た夢風ブランド品は、昨年から取り組み
がスタート。千葉が日南工業（株）と開
発した鱈しょっつるは冷奴や塩味焼うど
ん・炊き込みご飯などに加えると旨みが
アップします。その他に東京はタラーメン、
神奈川は純米大吟醸「夢風」とはたはた
おいる漬け、埼玉はべっぴんさんいちじく。
　２日目はドキュメンタリー映画『おだや
かな革命』が初公開され、後半はパネリ
ストに会津電力（株）代表取締役佐藤彌
右衛門さん、やまがた自然エネルギーネッ
トワーク事務局次長山田幸司さん、名古
屋大学大学院環境学研究科教授の丸山
康司さん、前出の映画監督でいでは堂共
同代表の渡辺智史さん、にかほ市副市長
の須田正彦さんを迎えディスカッションが
行われました。
　映画では生活クラブ風車の組合員活動
や庄内のエネルギー循環なども紹介され、
これからの暮らしのあり方を問いながら
幸せな道筋を探る物語。渡辺さんの言葉

「自分たちの地域や応援する自然エネル
ギーを選択することで社会が変わる。上
映活動は豊かさを取り戻し実現するため
のお手伝いです」に共感しました。
　パネルディスカッションは「自然エネル
ギーによる持続可能でしなやかな地域社
会をつくる～人口減少社会を希望ある転
換期へ」がテーマ。環境保全と地域社会
の関係を研究する丸山さんは、「夢風の
数字で見える地域経済効果は土地使用
料・管理費・夢風ブランド品・農作物な
ど。数字では見えない地域間連携の毎年
行われる組合員リーダーツアーや生産者
との共同開発など生活クラブの取り組み
は社会を変える力がある。再生可能エネ
ルギーの本場ドイツでこの研究を発表し
たところエネルギーを消費する都市と地
方との地域連携が評価され世界から、に
かほモデルとして注目されています」。
　今回の体験を活かし組合員と一緒に明
るい未来をつくる一員になりたいと思いま
した。　　　　　　  環境委員　深町知子

生活クラブ風車「夢風」５周年
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らしていく社会をめざしています。食べる
と約束することで生産者が安心して米づ
くりができ、次世代にも繫がっていきます。
　これからも、このような知る機会をたく
さんつくって、おおぜいで食べる意味を学
んでいけたらと思いました。

消費委員長　福住洋美

阻止ネット「もんじゅ廃炉」学習会
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　７月 10 日、「六ヶ所再 処理工場」に
反対し放射能汚染を阻止する全国ネット
ワーク（阻止ネット）主催「もんじゅ廃炉」
について学習会が東新宿のパルシステム
本部で開催されました。
　これまで生活クラブは、阻止ネット呼
びかけ団体と共に六ヶ所再処理工場の本
格稼働中止を求める活動をすすめてきま
した。生活クラブを始め、構成団体のあ
いコープみやぎ、大地を守る会、日本消
費者連盟、グリーンコープ、パルシステム
から多くが参加しました。
　勉強会では、原子力資料情報室の伴
秀幸さんと、原発に反対する福井県民会
議の宮下事務局長を講師に、もんじゅの
開発から現在までの歴史、次期高速炉の
開発、政府はなぜ開発を続けるのか、な
どについて話を聞きました。
　政府は、2016 年 12 月、福井県敦賀
市にある高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉
を決定。燃料のプルトニウムを増やす「夢
の原子炉」として期待され、これまで 1
兆円以上が投じられてきましたが、事故
やトラブルが相次ぎほとんど機能しません
でした。同様に、核燃料サイクルの一部
にあたる、青森県の六ヶ所再処理工場も
トラブル続きで、いまだ稼働は見通せま
せん。
　政府は「高速増殖炉」をあきらめる一
方で「高速炉」開発に展望を見出そうと
しています。高速炉は、プルトニウムを
消費する原子炉で、増殖しないワンウエ
イ。使用済み燃料中にある１％にも満た
ないプルトニウムを使用しても、増殖炉に
比べればごくわずかで、有効利用という
にはほど遠く、費用対効果は増殖炉と比
較してかけ離れ、わざわざ高速炉を開発
する必要性はありません。経産省はこれ
まで再処理－プルサーマル路線への転換
を図り、六ヶ所再処理工場で抽出される
プルトニウムはプルサーマルで消費するこ
とを基本としていました。これはその先の
高速増殖炉開発を目標とした暫定的路線
という位置づけでしたが、高速増殖炉開
発が放棄されたことで、再処理の意義も
失われています。
　国が高速炉の開発にこだわるのは、高

コルザ 2017 年 9 月号 No.386（7）

活動ファイル

速炉が核燃料サイクルの中核で、これが
なくなると、原発から出る使用済み核燃
料が行き場を失い日本の原子力政策が立
ち行かなくなる恐れがあるからだとされて
います。
　核燃サイクルの恐ろしさは①再処理工
場も「もんじゅ」も巨大地震、津波に襲
われたらフクシマの比ではないこと　②
核疑惑をはらむプルトニウムや、高レベル
廃棄物の存在　③湯水のように税金を使
い（すでに 12 兆円）、巨大資本・原子力
ロビーの利益を最優先させる政策である
こと。
　宮下さんの、「再稼働を止めることでは
終わらない。膨大な核燃料と廃棄物の処
理・管理に 10 万年。福井以外、都会の
人から声をあげよう！」という言葉が心に
響きました。          環境委員長　船水　香

生活クラブ風車「夢風」５周年

　７月 29・30 日、秋田県にかほ市で行
われた「夢風」５周年記念イベントの祝う
会と記念フォーラムに生活クラブ・千葉か
ら 12 人、東京・神奈川・埼玉を合わせ
51 人が参加しました。　
　１日目の祝う会は、にかほ市副市長、
教育長、市議会副議長、にかほ市や芹田
自治会の皆さん、夢風ブランド品生産者、
自然エネルギー関連団体、生活クラブ生
産者など、暮らしの手帖取材もあり100
人以上が参加。風車の下、地元小学生の
元気な祝い太鼓から始まり、市長・芹田
自治会会長・夢風ブランド開発生産者の
挨拶、夢風ブランド品や特産品の試食交
流。歓談の後は組合員全員で青いサンゴ
礁の替え歌「白い WINDMILL（風車）」
を披露しました。
　夢風は、生活クラブがめざす食・環境・
福祉を自治する持続可能な生活であり、
にかほ市との地域間連携による持続可能
な自然エネルギー社会づくりに向けた共
同宣言は今も継続されています。
　にかほ市は 1984 年から風車を設 置
しましたが、多くの風車のなかでも新た
な経済モデルとなっているのは夢風だけ。
地元芹田地区では加工用トマトや大豆が

作付けされ、生活クラブのトマトケチャッ
プや豆乳に加工さています。地域の特産
品を利用し、組合員と共に開発をすすめ
た夢風ブランド品は、昨年から取り組み
がスタート。千葉が日南工業（株）と開
発した鱈しょっつるは冷奴や塩味焼うど
ん・炊き込みご飯などに加えると旨みが
アップします。その他に東京はタラーメン、
神奈川は純米大吟醸「夢風」とはたはた
おいる漬け、埼玉はべっぴんさんいちじく。
　２日目はドキュメンタリー映画『おだや
かな革命』が初公開され、後半はパネリ
ストに会津電力（株）代表取締役佐藤彌
右衛門さん、やまがた自然エネルギーネッ
トワーク事務局次長山田幸司さん、名古
屋大学大学院環境学研究科教授の丸山
康司さん、前出の映画監督でいでは堂共
同代表の渡辺智史さん、にかほ市副市長
の須田正彦さんを迎えディスカッションが
行われました。
　映画では生活クラブ風車の組合員活動
や庄内のエネルギー循環なども紹介され、
これからの暮らしのあり方を問いながら
幸せな道筋を探る物語。渡辺さんの言葉

「自分たちの地域や応援する自然エネル
ギーを選択することで社会が変わる。上
映活動は豊かさを取り戻し実現するため
のお手伝いです」に共感しました。
　パネルディスカッションは「自然エネル
ギーによる持続可能でしなやかな地域社
会をつくる～人口減少社会を希望ある転
換期へ」がテーマ。環境保全と地域社会
の関係を研究する丸山さんは、「夢風の
数字で見える地域経済効果は土地使用
料・管理費・夢風ブランド品・農作物な
ど。数字では見えない地域間連携の毎年
行われる組合員リーダーツアーや生産者
との共同開発など生活クラブの取り組み
は社会を変える力がある。再生可能エネ
ルギーの本場ドイツでこの研究を発表し
たところエネルギーを消費する都市と地
方との地域連携が評価され世界から、に
かほモデルとして注目されています」。
　今回の体験を活かし組合員と一緒に明
るい未来をつくる一員になりたいと思いま
した。　　　　　　  環境委員　深町知子

生活クラブ風車「夢風」５周年
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　10 月 20 日、デポーおおたかの森
オープンします。
　今年１月より建設準備委員会を立ち
上げ、地域の組合員へ向けて合意形成
をすすめるデポ活カフェを開催。３月
には新たに建設委員会を立ち上げ本格
的に仲間づくりをスタートしました。
　あつまり隊では生産者を招いて交流
会や料理会・試食会などを開催。ふや
し隊ではおおたかの森エリアを中心に
キャラバンであちこちへ出向き、多く
の方が組合員に仲間入りしました。あ
つまり隊・ふやし隊コラボ企画「にじ
いろマルシェ」は、出店者・参加者共

に毎回さまざまな方の参加
で地域との交流の場となっ
ています。
　９月も楽しいイベントを
たくさん用意していますの
で、近くにお住まいの皆さ
ま、ぜひお友だちを紹介し
てください！
　企画以外にも、おおたか

の森エリアの配達のトラックへ添乗
し、組合員に会いに行きました。建
物の外観ができあがってきたことを
伝え、1200 人（加入目標）の組合員
を集めるため、お友だち紹介をお願い
しました。ふだんの企画ではなかなか
会えない多くの組合員に会えてお話
しできました。加入間もない方から大
ベテランの組合員まで、多くの方がデ
ポーおおたかの森のオープンをとて
も楽しみにしていることがわかりま
した。紹介したいお友だちと企画に参
加したいという方もいて心強く感じ
ました。

　いよいよ来月オープンです。まだま
だ多くの組合員が必要です。生産者に
安心な消費材をつくってもらうために
も多くの組合員の力が必要です。
　子育ての街流山で、たくさんのお母
さんたちに生活クラブを選んでもらい
たいと思います。
               デポーおおたかの森建設委員長
　　　　　　　　　　　　　　   東條絵美

遊佐消費地交流会

　７月５日、「大好き！お米のごはん　作っ
た人に会える～遊佐消費地交流会～」を
本部３階ホールにて消費委員会が開催。
目的は、遊佐町が取り組んでいる循環型
農業や、環境保全型農業などを知り、遊
佐町全体の取り組みを学び、「遊佐の米」
の特徴を知り、よやくらぶの登録の意味
を理解すること。今回は遊佐町の話に加
え祭り寿司体験もあり43人が参加。
　遊佐町からお米の生産者の尾形長輝さ
んとせっけん研究会会長の小野寺律子さ
んを迎えました。
　尾形さんからは、遊佐町の説明、米の
種まきから刈り取り作業まで、そして、遊
佐町農業の特徴である環境保全型農業
や循環型農業を象徴する飼料用米の取り
組み、肥料の開発や栽培実験などへの

チャレンジとそれらが若い生産者に引き
継がれていることなど。
　小野寺さんからは取り組み開始から40
年も経つ遊佐町でのせっけんの利用促進
運動について話しを聞きました。
　今、私たちが当たり前に口にしている特
別栽培米基準でつくられている遊 YOU
米はこの間の生産者と先輩組合員との交
流の賜物です。祭り寿司体験は、お二人
も一緒に。昼食には各自つくった祭り寿
司と小野寺さんのレシピ、遊佐の郷土料
理の「孟

もうそうじる

宗汁」と「だし」。小野寺さんの
調理アドバイスで本場の味を再現。特に
「孟宗汁」は大好評で、お鍋２つが空に。
各テーブルでは舌鼓を打ちながら生産者
や参加者同士の交流がすすみました。
　参加者からは、「環境を守りながら安
全とおいしさを心がけ、若い人たちとも繫
がって一生懸命お米をつくっていることが

分かった」「せっけんの話が興味深かった」
「遊佐に行ってみたい」「これからも食べ
続けます」「今日の話を周りの人に伝えま
す」「遊佐米を予約したい」。
　生活クラブでは、米をはじめ、牛乳、
食肉、青果物を「ビジョンフード」と呼び、
おおぜいで食べることで国内自給率の向
上、生態系の保護、食の安全性を追求し、
次世代の子どもたちが安心して健康に暮
らしていく社会をめざしています。食べる
と約束することで生産者が安心して米づ
くりができ、次世代にも繫がっていきます。
　これからも、このような知る機会をたく
さんつくって、おおぜいで食べる意味を学
んでいけたらと思いました。

消費委員長　福住洋美

阻止ネット「もんじゅ廃炉」学習会
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　７月 10 日、「六ヶ所再 処理工場」に
反対し放射能汚染を阻止する全国ネット
ワーク（阻止ネット）主催「もんじゅ廃炉」
について学習会が東新宿のパルシステム
本部で開催されました。
　これまで生活クラブは、阻止ネット呼
びかけ団体と共に六ヶ所再処理工場の本
格稼働中止を求める活動をすすめてきま
した。生活クラブを始め、構成団体のあ
いコープみやぎ、大地を守る会、日本消
費者連盟、グリーンコープ、パルシステム
から多くが参加しました。
　勉強会では、原子力資料情報室の伴
秀幸さんと、原発に反対する福井県民会
議の宮下事務局長を講師に、もんじゅの
開発から現在までの歴史、次期高速炉の
開発、政府はなぜ開発を続けるのか、な
どについて話を聞きました。
　政府は、2016 年 12 月、福井県敦賀
市にある高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉
を決定。燃料のプルトニウムを増やす「夢
の原子炉」として期待され、これまで 1
兆円以上が投じられてきましたが、事故
やトラブルが相次ぎほとんど機能しません
でした。同様に、核燃料サイクルの一部
にあたる、青森県の六ヶ所再処理工場も
トラブル続きで、いまだ稼働は見通せま
せん。
　政府は「高速増殖炉」をあきらめる一
方で「高速炉」開発に展望を見出そうと
しています。高速炉は、プルトニウムを
消費する原子炉で、増殖しないワンウエ
イ。使用済み燃料中にある１％にも満た
ないプルトニウムを使用しても、増殖炉に
比べればごくわずかで、有効利用という
にはほど遠く、費用対効果は増殖炉と比
較してかけ離れ、わざわざ高速炉を開発
する必要性はありません。経産省はこれ
まで再処理－プルサーマル路線への転換
を図り、六ヶ所再処理工場で抽出される
プルトニウムはプルサーマルで消費するこ
とを基本としていました。これはその先の
高速増殖炉開発を目標とした暫定的路線
という位置づけでしたが、高速増殖炉開
発が放棄されたことで、再処理の意義も
失われています。
　国が高速炉の開発にこだわるのは、高
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速炉が核燃料サイクルの中核で、これが
なくなると、原発から出る使用済み核燃
料が行き場を失い日本の原子力政策が立
ち行かなくなる恐れがあるからだとされて
います。
　核燃サイクルの恐ろしさは①再処理工
場も「もんじゅ」も巨大地震、津波に襲
われたらフクシマの比ではないこと　②
核疑惑をはらむプルトニウムや、高レベル
廃棄物の存在　③湯水のように税金を使
い（すでに 12 兆円）、巨大資本・原子力
ロビーの利益を最優先させる政策である
こと。
　宮下さんの、「再稼働を止めることでは
終わらない。膨大な核燃料と廃棄物の処
理・管理に 10 万年。福井以外、都会の
人から声をあげよう！」という言葉が心に
響きました。          環境委員長　船水　香

生活クラブ風車「夢風」５周年

　７月 29・30 日、秋田県にかほ市で行
われた「夢風」５周年記念イベントの祝う
会と記念フォーラムに生活クラブ・千葉か
ら 12 人、東京・神奈川・埼玉を合わせ
51 人が参加しました。　
　１日目の祝う会は、にかほ市副市長、
教育長、市議会副議長、にかほ市や芹田
自治会の皆さん、夢風ブランド品生産者、
自然エネルギー関連団体、生活クラブ生
産者など、暮らしの手帖取材もあり100
人以上が参加。風車の下、地元小学生の
元気な祝い太鼓から始まり、市長・芹田
自治会会長・夢風ブランド開発生産者の
挨拶、夢風ブランド品や特産品の試食交
流。歓談の後は組合員全員で青いサンゴ
礁の替え歌「白い WINDMILL（風車）」
を披露しました。
　夢風は、生活クラブがめざす食・環境・
福祉を自治する持続可能な生活であり、
にかほ市との地域間連携による持続可能
な自然エネルギー社会づくりに向けた共
同宣言は今も継続されています。
　にかほ市は 1984 年から風車を設 置
しましたが、多くの風車のなかでも新た
な経済モデルとなっているのは夢風だけ。
地元芹田地区では加工用トマトや大豆が

作付けされ、生活クラブのトマトケチャッ
プや豆乳に加工さています。地域の特産
品を利用し、組合員と共に開発をすすめ
た夢風ブランド品は、昨年から取り組み
がスタート。千葉が日南工業（株）と開
発した鱈しょっつるは冷奴や塩味焼うど
ん・炊き込みご飯などに加えると旨みが
アップします。その他に東京はタラーメン、
神奈川は純米大吟醸「夢風」とはたはた
おいる漬け、埼玉はべっぴんさんいちじく。
　２日目はドキュメンタリー映画『おだや
かな革命』が初公開され、後半はパネリ
ストに会津電力（株）代表取締役佐藤彌
右衛門さん、やまがた自然エネルギーネッ
トワーク事務局次長山田幸司さん、名古
屋大学大学院環境学研究科教授の丸山
康司さん、前出の映画監督でいでは堂共
同代表の渡辺智史さん、にかほ市副市長
の須田正彦さんを迎えディスカッションが
行われました。
　映画では生活クラブ風車の組合員活動
や庄内のエネルギー循環なども紹介され、
これからの暮らしのあり方を問いながら
幸せな道筋を探る物語。渡辺さんの言葉

「自分たちの地域や応援する自然エネル
ギーを選択することで社会が変わる。上
映活動は豊かさを取り戻し実現するため
のお手伝いです」に共感しました。
　パネルディスカッションは「自然エネル
ギーによる持続可能でしなやかな地域社
会をつくる～人口減少社会を希望ある転
換期へ」がテーマ。環境保全と地域社会
の関係を研究する丸山さんは、「夢風の
数字で見える地域経済効果は土地使用
料・管理費・夢風ブランド品・農作物な
ど。数字では見えない地域間連携の毎年
行われる組合員リーダーツアーや生産者
との共同開発など生活クラブの取り組み
は社会を変える力がある。再生可能エネ
ルギーの本場ドイツでこの研究を発表し
たところエネルギーを消費する都市と地
方との地域連携が評価され世界から、に
かほモデルとして注目されています」。
　今回の体験を活かし組合員と一緒に明
るい未来をつくる一員になりたいと思いま
した。　　　　　　  環境委員　深町知子

生活クラブ風車「夢風」５周年
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　7 月７～９日、リニューアルオープ
ンまつりを開催しました。この３日
間で 35 人の新しい仲間が増えました。
加入された皆さん、これから一緒に生
活クラブを楽しみましょう！
　地域の方々の交流の場として組合
員 室 が 一 新 し、 地 域 交 流 ス ペ ー ス
U

う ら ら か

LaLaKa となりました。これからイ
ベント等開催する予定ですのでぜひデ
ポー浦安に足を運んでみてください。
　リニューアルオープンまつりではた
くさんの生産者に来ていただき直接話

を聞くことができました。また生まぐ
ろ解体や、餅つき、抽選会は賑やかで
楽しい時間となりました。参加してく
ださった皆さん、携わってくださった
皆さん、ありがとうございました！
　小学 1 年生になった娘も今回抽選
会のお手伝いをしました。組合員に
なって早６年…未就園児のときは本当
に生活クラブの託児にはお世話になり
娘をよく知るケア者さんもたくさんい
ます。「○○ちゃん大きくなたね！も
う学校？」「弟とそっくり！」と声を

かけてくださ
る方が生活ク
ラブにたくさ
んいます。そ
んな繫がりを
感じると私も娘も生活クラブに成長さ
せてもらったなぁと思うのです。私も
うららかに、心新たに子育て、生活ク
ラブを楽しんでいきたいと改めて思い
ました。                  運営委員　星野　維

（8）コルザ 2017 年９月号 No.386

ブロック活動ファイル

　７月に流山市役所・野田市役所へ
NPO せっけんの街・理事・組合員・
運営委員で行政訪問をしました。昨年
は組合員としての参加でしたが、今年
は運営委員としてです。
　流山市役所では職員１人と私たち、
野田市役所では職員数人とテーブルを
挟む形で座り、両市役所とも事前に送
付したヒアリングシートを基に、質問
に答えてもらうというかたちになりま
した。
　「有害化学物質を含まない製品に切

り替えることは良いこと」との回答で
したが、全施設の合成洗剤の使用をや
めてせっけんに切り替わってはいない
のが実情でした。残念です。
　家庭から有害化学物質が排出されて
いる件については「各家庭への呼びか
けや状況提供することでの協力」とい
う回答でした。ぜひ、積極的に動いて
いただきたいです。
　市役所の方々との話し合いはとても
緊張しましたが、快い対応をしてくだ
さいました。その雰囲気と同様に環

境も快いものにな
るように願います。
一人でも多くの方
が合成洗剤とせっ
けんの違いを知り、
せっけんに切り替え、草木や生物まで
もが住みやすい街になって欲しいです。
　このような活動に参加し、行政訪問
をすることによって発言の場を得、少
しずつでも、そこから何かが生まれ、
良い方向へと変わっていけたらと思い
ます。　　　           運営委員　橘井光代

　30 年前、小学生だった私の家にクー
ラーはなく、災害もほんとうに珍し
かった記憶があります。災害・猛暑・
水不足など今までにない被害が多く発
生している近年…安心した未来を残す
には、ひとり一人小さい時からの意識
も大事ではないでしょうか。
　夏休みが始まり 7 月 24 日、センター
松戸で、一般社団法人グリーンファン
ド秋田の西村明子さんを講師に、親子
13 組 28 人で省エネ講座・風力発電
工作を行い学習しました。

　講座では、小さな日本が世界第３位
の電力使用量という喜べない順位に焦
り、一方で石炭などの CO2 を排出し
てしまう化石燃料も輸入に頼るしかな
い現実を知りました。地球温暖化を防
ぐ１つの手段である「省エネ」映像を
見ながら、家でできることを一緒に考
えました。
　発電は国内自給できる風力などの自
然エネルギーなら日本も豊かになり安
心した発電ができることを学びました。
実際に風車の工作を体験し、羽根の角

度・長さ・軽さなどに試行錯誤、豆電
球がピカっと光った時はワクワク感で
目がキラキラしていました。
　小学生の感想は、「もっと風力発電
を勉強したい。気温上昇を防ぐために
省エネをしたい」など。
　夏休みの自由研究を通して、地球を
守る省エネ博士に近づいてほしいです。

理事　深町知子

親子で省エネ講座

デポー浦安リニューアルオープン

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！

７月はシャボン玉月間

＊デポー浦安リニューアルオープンのミニ特集は

　４ページにもあります。

2017 年シャボン玉月間のポスター↓
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　７月 16 日、センター佐倉にて「ふ
くふくフェスタ in さくら」を開催。
福祉と幸福の「ふく」をかけています。
コミュニティさくらの会によるトーン
チャイム演奏でスタート。HIP HOP
ダンス講座や笑いヨガの体験。風船に
トラスパレント紙＊を貼ってつくるラ
ンタンや新聞紙のブローチづくり等の
ワークショップ。骨密度測定、ボラン
ティア養成講座、高齢者擬似体験など
さまざまな企画を用意しました。企画
の段階で苦労したのが「お仕事体験

キッズランド」で、子どもたちが楽し
みながら労働を実感できるように働き
手とお客さんの両方を体験できるよう
にしました。働いて GET したスタン
プで食べ物購入やヨーヨー釣り、バス
ボムやコネコネせっけんづくりの体験。
子どもたちも汗だくになりながら嬉し
そうに一生懸命働き、働くことの大変
さと喜びを体験できたのではないかと
思います。その他にも消費材即売車、
生活クラブ千葉グループによる NPO
せっけんの街の販売やワーカーズコレ

クティブのワンコイン弁当・スイーツ
販売、生活クラブ風の村とんぼ舎さく
らの漬物・クッキー販売、ユニバーサ
ル農業の無農薬新鮮野菜販売など多く
の方が参加。生活クラブ共済のマス
コットのハグみちゃんも登場し、記念
撮影する場面も。　
 ３連休の中日でしたが、183 人の参
加があり、とても賑わいました。   　
　  　　　　　        運営委員　山田麻未
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ブロック活動ファイル

　７月 13 日、東京カリント（株）の
西村圭史さんと原口崇さんを招き、谷
津コミュニティセンターでこだわりの

「かりんとう」と「ドーナツ」につい
て話を聞きました。参加者 15 人。消
費材のいろいろなかりんとうを食べな
がら、交流会はスタート。
　かりんとうは、国産小麦を発酵させ
て、国産の米油で３度揚げをし、最後
は沖縄の黒糖をからめます。これだけ
国産にこだわった「かりんとう」は生
活クラブだけ！とにかく良い材料が

たっぷり使われています！
　目の前で揚がるドーナツ。一同その
おいしさに感動。生活クラブのドーナ
ツもこだわりの原材料がたっぷり。た
まごは（株）生活クラブたまご、はち
みつは（株）スリーエイト、マーガリ
ンは月島食品工業（株）と、消費材で
おなじみのもの。これも生活クラブな
らでは、と思いました。
　最後に新規品のキャラメルポップ
コーンについても開発秘話を聞くこと
ができました。このキャラメルが贅

沢に

沢 に かか ったポッ
コーンもおいしすぎ
て手が止まりせん。
　生産者交流会は、

おいしく、楽しく学習できて、生産者
と直接話せる、とても有意義な時間で
す。　　　　　　運営委員　岡崎今日子

千葉ブロック

　おやこ企画第１弾！コミュニティあ
すみが丘・ラ・ヴィータ社会科見学ツ
アー牛乳工場に行こう！を開催。
　当日は、天気にも恵まれ 23 家族
50 人近くの参加がありました。新生
酪農（株）のある長生郡は、私たちの
住んでいるあすみが丘から、バスで
40 分くらいのところなので、慣れな
いバスの移動でも子どもたちは、飽き
ずに楽しめていたようでした。
　まずは、短編の DVD を見て、品質
管理部長の岩瀬尚哉さんから説明を聞

き、見学する前の下準備、心構えにも
なりました。工場内はかなり暑かった
り、－ 30℃の世界があったりと、と
ても面白く、子どもたちは終始真剣に
説明を聞いていました。
　見学後は、みんなで生クリームから
バターをつくる実験。生クリームの
入った瓶を上下に振っていくと、10
分くらい？のあるタイミングで突然中
身が分離し、バターができあがる！大
人も小さな子も、みんな一生懸命。そ
のあとはできたてのバターの試食♪昼

食後には、まだ市場に出ていない新作
のアイスクリームの試食もありました。
　酪農家の藤乗さんの牧場に移動し、
たくさんの牛を間近で見た子どもたち
のなかには、「大きくて怖い～」と泣
き出す子もいましたが、牛たちの優し
そうな目に癒されるひと時でした。

Co/ あすみが丘・ラ・ヴィータ　冨永知子

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

ふくふくフェスタ開催！！

新生酪農　牛乳工場見学

大好き！かりんとう＆ドーナツ

＊ツヤと張りのある薄い半透明の紙。
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加入された皆さん、これから一緒に生
活クラブを楽しみましょう！
　地域の方々の交流の場として組合
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U

う ら ら か

LaLaKa となりました。これからイ
ベント等開催する予定ですのでぜひデ
ポー浦安に足を運んでみてください。
　リニューアルオープンまつりではた
くさんの生産者に来ていただき直接話

を聞くことができました。また生まぐ
ろ解体や、餅つき、抽選会は賑やかで
楽しい時間となりました。参加してく
ださった皆さん、携わってくださった
皆さん、ありがとうございました！
　小学 1 年生になった娘も今回抽選
会のお手伝いをしました。組合員に
なって早６年…未就園児のときは本当
に生活クラブの託児にはお世話になり
娘をよく知るケア者さんもたくさんい
ます。「○○ちゃん大きくなたね！も
う学校？」「弟とそっくり！」と声を

かけてくださ
る方が生活ク
ラブにたくさ
んいます。そ
んな繫がりを
感じると私も娘も生活クラブに成長さ
せてもらったなぁと思うのです。私も
うららかに、心新たに子育て、生活ク
ラブを楽しんでいきたいと改めて思い
ました。                  運営委員　星野　維
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　７月に流山市役所・野田市役所へ
NPO せっけんの街・理事・組合員・
運営委員で行政訪問をしました。昨年
は組合員としての参加でしたが、今年
は運営委員としてです。
　流山市役所では職員１人と私たち、
野田市役所では職員数人とテーブルを
挟む形で座り、両市役所とも事前に送
付したヒアリングシートを基に、質問
に答えてもらうというかたちになりま
した。
　「有害化学物質を含まない製品に切

り替えることは良いこと」との回答で
したが、全施設の合成洗剤の使用をや
めてせっけんに切り替わってはいない
のが実情でした。残念です。
　家庭から有害化学物質が排出されて
いる件については「各家庭への呼びか
けや状況提供することでの協力」とい
う回答でした。ぜひ、積極的に動いて
いただきたいです。
　市役所の方々との話し合いはとても
緊張しましたが、快い対応をしてくだ
さいました。その雰囲気と同様に環

境も快いものにな
るように願います。
一人でも多くの方
が合成洗剤とせっ
けんの違いを知り、
せっけんに切り替え、草木や生物まで
もが住みやすい街になって欲しいです。
　このような活動に参加し、行政訪問
をすることによって発言の場を得、少
しずつでも、そこから何かが生まれ、
良い方向へと変わっていけたらと思い
ます。　　　           運営委員　橘井光代

　30 年前、小学生だった私の家にクー
ラーはなく、災害もほんとうに珍し
かった記憶があります。災害・猛暑・
水不足など今までにない被害が多く発
生している近年…安心した未来を残す
には、ひとり一人小さい時からの意識
も大事ではないでしょうか。
　夏休みが始まり 7 月 24 日、センター
松戸で、一般社団法人グリーンファン
ド秋田の西村明子さんを講師に、親子
13 組 28 人で省エネ講座・風力発電
工作を行い学習しました。

　講座では、小さな日本が世界第３位
の電力使用量という喜べない順位に焦
り、一方で石炭などの CO2 を排出し
てしまう化石燃料も輸入に頼るしかな
い現実を知りました。地球温暖化を防
ぐ１つの手段である「省エネ」映像を
見ながら、家でできることを一緒に考
えました。
　発電は国内自給できる風力などの自
然エネルギーなら日本も豊かになり安
心した発電ができることを学びました。
実際に風車の工作を体験し、羽根の角

度・長さ・軽さなどに試行錯誤、豆電
球がピカっと光った時はワクワク感で
目がキラキラしていました。
　小学生の感想は、「もっと風力発電
を勉強したい。気温上昇を防ぐために
省エネをしたい」など。
　夏休みの自由研究を通して、地球を
守る省エネ博士に近づいてほしいです。
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おなじみのもの。これも生活クラブな
らでは、と思いました。
　最後に新規品のキャラメルポップ
コーンについても開発秘話を聞くこと
ができました。このキャラメルが贅

沢に

沢 に かか ったポッ
コーンもおいしすぎ
て手が止まりせん。
　生産者交流会は、

おいしく、楽しく学習できて、生産者
と直接話せる、とても有意義な時間で
す。　　　　　　運営委員　岡崎今日子

千葉ブロック

　おやこ企画第１弾！コミュニティあ
すみが丘・ラ・ヴィータ社会科見学ツ
アー牛乳工場に行こう！を開催。
　当日は、天気にも恵まれ 23 家族
50 人近くの参加がありました。新生
酪農（株）のある長生郡は、私たちの
住んでいるあすみが丘から、バスで
40 分くらいのところなので、慣れな
いバスの移動でも子どもたちは、飽き
ずに楽しめていたようでした。
　まずは、短編の DVD を見て、品質
管理部長の岩瀬尚哉さんから説明を聞

き、見学する前の下準備、心構えにも
なりました。工場内はかなり暑かった
り、－ 30℃の世界があったりと、と
ても面白く、子どもたちは終始真剣に
説明を聞いていました。
　見学後は、みんなで生クリームから
バターをつくる実験。生クリームの
入った瓶を上下に振っていくと、10
分くらい？のあるタイミングで突然中
身が分離し、バターができあがる！大
人も小さな子も、みんな一生懸命。そ
のあとはできたてのバターの試食♪昼

食後には、まだ市場に出ていない新作
のアイスクリームの試食もありました。
　酪農家の藤乗さんの牧場に移動し、
たくさんの牛を間近で見た子どもたち
のなかには、「大きくて怖い～」と泣
き出す子もいましたが、牛たちの優し
そうな目に癒されるひと時でした。

Co/ あすみが丘・ラ・ヴィータ　冨永知子

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

ふくふくフェスタ開催！！

新生酪農　牛乳工場見学

大好き！かりんとう＆ドーナツ

＊ツヤと張りのある薄い半透明の紙。
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　7 月７～９日、リニューアルオープ
ンまつりを開催しました。この３日
間で 35 人の新しい仲間が増えました。
加入された皆さん、これから一緒に生
活クラブを楽しみましょう！
　地域の方々の交流の場として組合
員 室 が 一 新 し、 地 域 交 流 ス ペ ー ス
U

う ら ら か

LaLaKa となりました。これからイ
ベント等開催する予定ですのでぜひデ
ポー浦安に足を運んでみてください。
　リニューアルオープンまつりではた
くさんの生産者に来ていただき直接話

を聞くことができました。また生まぐ
ろ解体や、餅つき、抽選会は賑やかで
楽しい時間となりました。参加してく
ださった皆さん、携わってくださった
皆さん、ありがとうございました！
　小学 1 年生になった娘も今回抽選
会のお手伝いをしました。組合員に
なって早６年…未就園児のときは本当
に生活クラブの託児にはお世話になり
娘をよく知るケア者さんもたくさんい
ます。「○○ちゃん大きくなたね！も
う学校？」「弟とそっくり！」と声を

かけてくださ
る方が生活ク
ラブにたくさ
んいます。そ
んな繫がりを
感じると私も娘も生活クラブに成長さ
せてもらったなぁと思うのです。私も
うららかに、心新たに子育て、生活ク
ラブを楽しんでいきたいと改めて思い
ました。                  運営委員　星野　維

（8）コルザ 2017 年９月号 No.386

ブロック活動ファイル

　７月に流山市役所・野田市役所へ
NPO せっけんの街・理事・組合員・
運営委員で行政訪問をしました。昨年
は組合員としての参加でしたが、今年
は運営委員としてです。
　流山市役所では職員１人と私たち、
野田市役所では職員数人とテーブルを
挟む形で座り、両市役所とも事前に送
付したヒアリングシートを基に、質問
に答えてもらうというかたちになりま
した。
　「有害化学物質を含まない製品に切

り替えることは良いこと」との回答で
したが、全施設の合成洗剤の使用をや
めてせっけんに切り替わってはいない
のが実情でした。残念です。
　家庭から有害化学物質が排出されて
いる件については「各家庭への呼びか
けや状況提供することでの協力」とい
う回答でした。ぜひ、積極的に動いて
いただきたいです。
　市役所の方々との話し合いはとても
緊張しましたが、快い対応をしてくだ
さいました。その雰囲気と同様に環

境も快いものにな
るように願います。
一人でも多くの方
が合成洗剤とせっ
けんの違いを知り、
せっけんに切り替え、草木や生物まで
もが住みやすい街になって欲しいです。
　このような活動に参加し、行政訪問
をすることによって発言の場を得、少
しずつでも、そこから何かが生まれ、
良い方向へと変わっていけたらと思い
ます。　　　           運営委員　橘井光代

　30 年前、小学生だった私の家にクー
ラーはなく、災害もほんとうに珍し
かった記憶があります。災害・猛暑・
水不足など今までにない被害が多く発
生している近年…安心した未来を残す
には、ひとり一人小さい時からの意識
も大事ではないでしょうか。
　夏休みが始まり 7 月 24 日、センター
松戸で、一般社団法人グリーンファン
ド秋田の西村明子さんを講師に、親子
13 組 28 人で省エネ講座・風力発電
工作を行い学習しました。

　講座では、小さな日本が世界第３位
の電力使用量という喜べない順位に焦
り、一方で石炭などの CO2 を排出し
てしまう化石燃料も輸入に頼るしかな
い現実を知りました。地球温暖化を防
ぐ１つの手段である「省エネ」映像を
見ながら、家でできることを一緒に考
えました。
　発電は国内自給できる風力などの自
然エネルギーなら日本も豊かになり安
心した発電ができることを学びました。
実際に風車の工作を体験し、羽根の角

度・長さ・軽さなどに試行錯誤、豆電
球がピカっと光った時はワクワク感で
目がキラキラしていました。
　小学生の感想は、「もっと風力発電
を勉強したい。気温上昇を防ぐために
省エネをしたい」など。
　夏休みの自由研究を通して、地球を
守る省エネ博士に近づいてほしいです。

理事　深町知子

親子で省エネ講座

デポー浦安リニューアルオープン

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！

７月はシャボン玉月間

＊デポー浦安リニューアルオープンのミニ特集は

　４ページにもあります。

2017 年シャボン玉月間のポスター↓
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　７月 16 日、センター佐倉にて「ふ
くふくフェスタ in さくら」を開催。
福祉と幸福の「ふく」をかけています。
コミュニティさくらの会によるトーン
チャイム演奏でスタート。HIP HOP
ダンス講座や笑いヨガの体験。風船に
トラスパレント紙＊を貼ってつくるラ
ンタンや新聞紙のブローチづくり等の
ワークショップ。骨密度測定、ボラン
ティア養成講座、高齢者擬似体験など
さまざまな企画を用意しました。企画
の段階で苦労したのが「お仕事体験

キッズランド」で、子どもたちが楽し
みながら労働を実感できるように働き
手とお客さんの両方を体験できるよう
にしました。働いて GET したスタン
プで食べ物購入やヨーヨー釣り、バス
ボムやコネコネせっけんづくりの体験。
子どもたちも汗だくになりながら嬉し
そうに一生懸命働き、働くことの大変
さと喜びを体験できたのではないかと
思います。その他にも消費材即売車、
生活クラブ千葉グループによる NPO
せっけんの街の販売やワーカーズコレ

クティブのワンコイン弁当・スイーツ
販売、生活クラブ風の村とんぼ舎さく
らの漬物・クッキー販売、ユニバーサ
ル農業の無農薬新鮮野菜販売など多く
の方が参加。生活クラブ共済のマス
コットのハグみちゃんも登場し、記念
撮影する場面も。　
 ３連休の中日でしたが、183 人の参
加があり、とても賑わいました。   　
　  　　　　　        運営委員　山田麻未

コルザ 2017 年 9 月号 No.386（9）

ブロック活動ファイル

　７月 13 日、東京カリント（株）の
西村圭史さんと原口崇さんを招き、谷
津コミュニティセンターでこだわりの

「かりんとう」と「ドーナツ」につい
て話を聞きました。参加者 15 人。消
費材のいろいろなかりんとうを食べな
がら、交流会はスタート。
　かりんとうは、国産小麦を発酵させ
て、国産の米油で３度揚げをし、最後
は沖縄の黒糖をからめます。これだけ
国産にこだわった「かりんとう」は生
活クラブだけ！とにかく良い材料が

たっぷり使われています！
　目の前で揚がるドーナツ。一同その
おいしさに感動。生活クラブのドーナ
ツもこだわりの原材料がたっぷり。た
まごは（株）生活クラブたまご、はち
みつは（株）スリーエイト、マーガリ
ンは月島食品工業（株）と、消費材で
おなじみのもの。これも生活クラブな
らでは、と思いました。
　最後に新規品のキャラメルポップ
コーンについても開発秘話を聞くこと
ができました。このキャラメルが贅

沢に

沢 に かか ったポッ
コーンもおいしすぎ
て手が止まりせん。
　生産者交流会は、

おいしく、楽しく学習できて、生産者
と直接話せる、とても有意義な時間で
す。　　　　　　運営委員　岡崎今日子

千葉ブロック

　おやこ企画第１弾！コミュニティあ
すみが丘・ラ・ヴィータ社会科見学ツ
アー牛乳工場に行こう！を開催。
　当日は、天気にも恵まれ 23 家族
50 人近くの参加がありました。新生
酪農（株）のある長生郡は、私たちの
住んでいるあすみが丘から、バスで
40 分くらいのところなので、慣れな
いバスの移動でも子どもたちは、飽き
ずに楽しめていたようでした。
　まずは、短編の DVD を見て、品質
管理部長の岩瀬尚哉さんから説明を聞

き、見学する前の下準備、心構えにも
なりました。工場内はかなり暑かった
り、－ 30℃の世界があったりと、と
ても面白く、子どもたちは終始真剣に
説明を聞いていました。
　見学後は、みんなで生クリームから
バターをつくる実験。生クリームの
入った瓶を上下に振っていくと、10
分くらい？のあるタイミングで突然中
身が分離し、バターができあがる！大
人も小さな子も、みんな一生懸命。そ
のあとはできたてのバターの試食♪昼

食後には、まだ市場に出ていない新作
のアイスクリームの試食もありました。
　酪農家の藤乗さんの牧場に移動し、
たくさんの牛を間近で見た子どもたち
のなかには、「大きくて怖い～」と泣
き出す子もいましたが、牛たちの優し
そうな目に癒されるひと時でした。

Co/ あすみが丘・ラ・ヴィータ　冨永知子

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

ふくふくフェスタ開催！！

新生酪農　牛乳工場見学

大好き！かりんとう＆ドーナツ

＊ツヤと張りのある薄い半透明の紙。
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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 

働きたいという気持ちに応こたえる受講料

　介護・福祉に関心のある方にぜひ受講していただき
たいため、受講料をおさえました。
また、取得後は生活クラブ風の村で一緒に働きませんか。

現場経験豊富な講師陣から学ぼう！

　風の村の所長や主任を始めとした現場経験豊富な職
員が講師を行いますので、実際に現場で役立つ情報が
習得できます。

講座概要

受講料：40,000 円（講義受講料、消費税・保険加入費用含む）
　　　　　　＊別途テキスト代金 6,069 円実費負担
　・法人独自の分割払い制度あり！
　（申込時 20,000 円 + テキスト代 6,069 円、残額は翌月払い）
　・受講料返金制度（最大 40,000 円）
　　当講座で資格取得後に生活クラブ風の村に入職した場
　　合、その勤務実態に応じて受講料を返金します。
定員：16 人（申し込み先着順）

日程：10 月 7 日（土）開講式～ 12 月 11 日（月）修了式
内容：講義・演習 20 日間 ( 開講式、修了式含む )
会場：生活クラブ風の村いなげ
          （千葉市稲毛区園生町 1107-7）
　　　＊JR総武線稲毛駅徒歩18分／稲毛駅東口よりバス）
　　　＊駐車場はございませんので、公共交通機関での通  
                 学をお願いします。
　　　（近隣にコインパーキングあり、自転車での通学 OK)
主催：社会福祉法人生活クラブ
担当：山下　tel： 043-309-0930
　　　e-mail：yamashita.keiko@kazenomura.jp

申し込み手順・・・８月 20 日（日）より受け付け開始
①まずは、電話やメール等でお問い合わせください。
　詳しい書類をお送りします。同封の「受講申込書」に
　必要事項を記入の上、郵送にてお申込みください。
②受講料入金（振込）の確認をもって、申込み手続き
　完了となります。
③申込書及び入金確認後、開講式のご案内をお送りし
　ます。

日程 時間 日程 時間 日程 時間 日程 時間

10/7（土） 9：30
～ 17：50 10/18（水）

9：30
～ 18：30 10/29（日）

9：30
～ 19：00 11/19（日）

9：30
～ 17：20

10/10（火） 9：30～ 17：30 10/20（金）
9：30
～ 17：30 11/5（日） 9：30

～ 16：50 11/26（日）
9：30
～ 16：50

10/11（水）
9：30
～ 17：50 10/23（月）

9：30
～ 18：10 11/10（金）

9：30
～ 16：50 12/3（日）

9：30
～ 18：30

10/13（金） 9：30～ 16：50 10/25（水）
9：30
～ 18：30 11/12（日）

9：30
～ 16：50 12/10（日）

9：30
～ 18：00

10/16（月） 9：30～ 18：00 10/26（木）
9：30
～ 18：00 11/17（金）

9：30
～ 16：50 12/11（月）

9：30
～ 18：30

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）［千葉県認可］

・・・・・　2017 年 10 月開講（千葉教室）日程　・・・・・

全国で通用する資格
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ＮＰＯクラブ

　市民のチカラをあつめる、つなぐ、高める、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

（認定 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

  

  

  

市民活動団体マネジメントセミナーを開催します

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 　　　   （認定 NPO) ＶＡＩＣコミュニティケア研究所

 月 1 度 の C
シーズ

's オレンジカフェ（認知症カフェ）オープン！

　キックオフセミナー　　休眠預金活用による新たな資金循環の創出について
　　　～休眠預金活用と社会的インパクト評価の最新動向について～

コーヒーやお茶を飲みながら、情報交換をしたり、日々の生活で心配なこと
などを気軽に相談しながら、ゆっくりとした時間を一緒に過ごしませんか？
認知症の方やご家族だけでなく、どなたでも参加できます！
サポーターとしての参加も大歓迎です！
　★相談コーナーや囲碁、将棋、編み物、手芸、折り紙、
　　ゲーム、脳トレなど趣味のコーナーもあります。
　★軽楽器ミニコンサート、絵本の朗読会、ふるさと自慢
　　大会、座ったまま簡単ストレッチ、食事栄養のミニ講座
　　などイベント企画も準備しています。

開催場所：志津市民プラザ 1 階 C’ s café　
住所：佐倉市上志津 1672-7　tel：043-310-6110 

2017 年度佐倉市認知症カフェ等運営事業（志津中・西志津中）の業務委託を受け
当団体が運営する佐倉市志津の C's cafe で、9 月から認知症カフェを月 1 度オープンします。

差し替

日時：10 月 14 日（土）13：30 ～ 16：30
場所：千葉市ビジネス支援センター 会議室１・2
　　　（千葉市中央区中央 4-5-1 きぼーる13 階）

講師：鴨
かもざき

崎貴
よしひろ

泰さん
受講料：無料
定員：60 人（申し込み先着順）
申込み：NPO クラブ

休眠預金等に係る資金の活用に関する法律が制定されました。2019 年秋頃には、仕組み全体の運営を担う「指定活用
団体」、地域の課題解決につながる資金の活用を促す「資金分配団体」を通して、地域の「民間公益活動団体」に配分
される予定です。県内の NPO がその意義と内容を理解し、活用にあたって何が求められるのかを学ぶ講座を開催します。

（2017 年度千葉県市民活動団体マネジメント事業）
講座内容（予定）
レクチャー：内閣府「休眠預金等活用審議会」
の協議の内容／今後の動向について
ワーク：資金をどう活用するか、具体的な事業イ
メージを作成してみよう
レクチャー：社会的インパクト評価とは？／視点
と休眠預金活用との関連について
ワーク：簡単なロジックモデルを作成してみよう

鴨崎貴泰さん
認定 NPO 法人日本ファンド
レイジング協会事務局長

Open 2017 年度予定

10：00 ～ 15：00

9 月 4 日（月）
10 月 2 日（月）
11 月 6 日（月）
12 月 4 日（月）
1 月 8 日（祝・月）
2 月 5 日（月）
3 月 5 日（月）

            認知症カフェとは…
  認知症の方とその家族、地域の人が集い、 

 情報交換や相談をしたり、介護の悩みなどを
    話し合ったり、認知症の予防や症状の

   改善をめざす活動を行う場です。

認定
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（10）コルザ 2017 年９月号 No.386

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 

働きたいという気持ちに応こたえる受講料

　介護・福祉に関心のある方にぜひ受講していただき
たいため、受講料をおさえました。
また、取得後は生活クラブ風の村で一緒に働きませんか。

現場経験豊富な講師陣から学ぼう！

　風の村の所長や主任を始めとした現場経験豊富な職
員が講師を行いますので、実際に現場で役立つ情報が
習得できます。

講座概要

受講料：40,000 円（講義受講料、消費税・保険加入費用含む）
　　　　　　＊別途テキスト代金 6,069 円実費負担
　・法人独自の分割払い制度あり！
　（申込時 20,000 円 + テキスト代 6,069 円、残額は翌月払い）
　・受講料返金制度（最大 40,000 円）
　　当講座で資格取得後に生活クラブ風の村に入職した場
　　合、その勤務実態に応じて受講料を返金します。
定員：16 人（申し込み先着順）

日程：10 月 7 日（土）開講式～ 12 月 11 日（月）修了式
内容：講義・演習 20 日間 ( 開講式、修了式含む )
会場：生活クラブ風の村いなげ
          （千葉市稲毛区園生町 1107-7）
　　　＊JR総武線稲毛駅徒歩18分／稲毛駅東口よりバス）
　　　＊駐車場はございませんので、公共交通機関での通  
                 学をお願いします。
　　　（近隣にコインパーキングあり、自転車での通学 OK)
主催：社会福祉法人生活クラブ
担当：山下　tel： 043-309-0930
　　　e-mail：yamashita.keiko@kazenomura.jp

申し込み手順・・・８月 20 日（日）より受け付け開始
①まずは、電話やメール等でお問い合わせください。
　詳しい書類をお送りします。同封の「受講申込書」に
　必要事項を記入の上、郵送にてお申込みください。
②受講料入金（振込）の確認をもって、申込み手続き
　完了となります。
③申込書及び入金確認後、開講式のご案内をお送りし
　ます。

日程 時間 日程 時間 日程 時間 日程 時間

10/7（土） 9：30
～ 17：50 10/18（水）

9：30
～ 18：30 10/29（日）

9：30
～ 19：00 11/19（日）

9：30
～ 17：20

10/10（火） 9：30～ 17：30 10/20（金）
9：30
～ 17：30 11/5（日） 9：30

～ 16：50 11/26（日）
9：30
～ 16：50

10/11（水）
9：30
～ 17：50 10/23（月）

9：30
～ 18：10 11/10（金）

9：30
～ 16：50 12/3（日）

9：30
～ 18：30

10/13（金） 9：30～ 16：50 10/25（水）
9：30
～ 18：30 11/12（日）

9：30
～ 16：50 12/10（日）

9：30
～ 18：00

10/16（月） 9：30～ 18：00 10/26（木）
9：30
～ 18：00 11/17（金）

9：30
～ 16：50 12/11（月）

9：30
～ 18：30

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）［千葉県認可］

・・・・・　2017 年 10 月開講（千葉教室）日程　・・・・・

全国で通用する資格
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ＮＰＯクラブ

　市民のチカラをあつめる、つなぐ、高める、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

（認定 NPO）ちば市民活動・市民事業
　　サポートクラブ

コルザ 2017 年 ９月号 No.386（11）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

市民活動団体マネジメントセミナーを開催します

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 　　　   （認定 NPO) ＶＡＩＣコミュニティケア研究所

 月 1 度 の C
シーズ

's オレンジカフェ（認知症カフェ）オープン！

　キックオフセミナー　　休眠預金活用による新たな資金循環の創出について
　　　～休眠預金活用と社会的インパクト評価の最新動向について～

コーヒーやお茶を飲みながら、情報交換をしたり、日々の生活で心配なこと
などを気軽に相談しながら、ゆっくりとした時間を一緒に過ごしませんか？
認知症の方やご家族だけでなく、どなたでも参加できます！
サポーターとしての参加も大歓迎です！
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　　ゲーム、脳トレなど趣味のコーナーもあります。
　★軽楽器ミニコンサート、絵本の朗読会、ふるさと自慢
　　大会、座ったまま簡単ストレッチ、食事栄養のミニ講座
　　などイベント企画も準備しています。

開催場所：志津市民プラザ 1 階 C’ s café　
住所：佐倉市上志津 1672-7　tel：043-310-6110 

2017 年度佐倉市認知症カフェ等運営事業（志津中・西志津中）の業務委託を受け
当団体が運営する佐倉市志津の C's cafe で、9 月から認知症カフェを月 1 度オープンします。

差し替

日時：10 月 14 日（土）13：30 ～ 16：30
場所：千葉市ビジネス支援センター 会議室１・2
　　　（千葉市中央区中央 4-5-1 きぼーる13 階）
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泰さん
受講料：無料
定員：60 人（申し込み先着順）
申込み：NPO クラブ

休眠預金等に係る資金の活用に関する法律が制定されました。2019 年秋頃には、仕組み全体の運営を担う「指定活用
団体」、地域の課題解決につながる資金の活用を促す「資金分配団体」を通して、地域の「民間公益活動団体」に配分
される予定です。県内の NPO がその意義と内容を理解し、活用にあたって何が求められるのかを学ぶ講座を開催します。
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ワーク：資金をどう活用するか、具体的な事業イ
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と休眠預金活用との関連について
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働きたいという気持ちに応こたえる受講料

　介護・福祉に関心のある方にぜひ受講していただき
たいため、受講料をおさえました。
また、取得後は生活クラブ風の村で一緒に働きませんか。

現場経験豊富な講師陣から学ぼう！

　風の村の所長や主任を始めとした現場経験豊富な職
員が講師を行いますので、実際に現場で役立つ情報が
習得できます。
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受講料：40,000 円（講義受講料、消費税・保険加入費用含む）
　　　　　　＊別途テキスト代金 6,069 円実費負担
　・法人独自の分割払い制度あり！
　（申込時 20,000 円 + テキスト代 6,069 円、残額は翌月払い）
　・受講料返金制度（最大 40,000 円）
　　当講座で資格取得後に生活クラブ風の村に入職した場
　　合、その勤務実態に応じて受講料を返金します。
定員：16 人（申し込み先着順）

日程：10 月 7 日（土）開講式～ 12 月 11 日（月）修了式
内容：講義・演習 20 日間 ( 開講式、修了式含む )
会場：生活クラブ風の村いなげ
          （千葉市稲毛区園生町 1107-7）
　　　＊JR総武線稲毛駅徒歩18分／稲毛駅東口よりバス）
　　　＊駐車場はございませんので、公共交通機関での通  
                 学をお願いします。
　　　（近隣にコインパーキングあり、自転車での通学 OK)
主催：社会福祉法人生活クラブ
担当：山下　tel： 043-309-0930
　　　e-mail：yamashita.keiko@kazenomura.jp

申し込み手順・・・８月 20 日（日）より受け付け開始
①まずは、電話やメール等でお問い合わせください。
　詳しい書類をお送りします。同封の「受講申込書」に
　必要事項を記入の上、郵送にてお申込みください。
②受講料入金（振込）の確認をもって、申込み手続き
　完了となります。
③申込書及び入金確認後、開講式のご案内をお送りし
　ます。

日程 時間 日程 時間 日程 時間 日程 時間

10/7（土） 9：30
～ 17：50 10/18（水）

9：30
～ 18：30 10/29（日）

9：30
～ 19：00 11/19（日）

9：30
～ 17：20

10/10（火） 9：30～ 17：30 10/20（金）
9：30
～ 17：30 11/5（日） 9：30

～ 16：50 11/26（日）
9：30
～ 16：50

10/11（水）
9：30
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～ 18：10 11/10（金）
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～ 16：50 12/3（日）
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介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）［千葉県認可］
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ワーカーズコレクティブ（W.Co）
千葉県連合会は、今年 25周年

　W.Co とは、働くことを自分の意
思ではじめ、働いた結果を自分たち
の責任で引き受ける、そんな考えか
ら生まれた協同組合です。
　何かを始めたい、興したいと思っ
た人が集まって、事業への思いや夢
を膨らませ、仲間を集め、そして設
立に向けて準備会を発足、事業計画、
資金計画を立て営業許可の申請、開
業に伴う届け出、定款をつくり設立
総会を開催し、そしてスタート！
　こんな時にサポートするのが、
W.Co 千葉県連合会です。
　他にも、千葉県内の各事業所の独
自活動と共に、事業所同志の連携で、
地域に W.Co を広め、地域に密着し
た、地域活性化や街づくりに参画し
ています。そして、もっとも大きな
課題である人員不足、次世代育成に
も力を入れたいと考えています。

　国内での W.Co 設立は 1982 年に
神奈川県で最初の〈W.Co にんじん〉
が誕生し、千葉県でも 1984 年以来、
次々と W.Co が設立されました。
そして 1992 年にワーカーズコレク
ティブ千葉県連合会設立、1999 年
に NPO 法人を取得し、2003 年 10
周年、2012 年 20 周年、と周年行
事を開催してきました。そして今年
25 周年を迎え、感謝の気持ちを形
にして皆さんにお伝えしようと思い
ます。

25 周年を記念して
W.Co グッズを作成します

　版画作家 大野隆司さんとのコラ
ボレーションを企画し販売予定です。
ご期待ください。

25 周年を記念して
各エリアごとにイベントを実施します

　W.Co 千葉県連合会は、県内の地
域を 3 つのエリアに分け、東葛・
京葉・下総エリアで、活動をすすめ
ていますが、25 周年企画でもそれ
ぞれの地域に密着したイベントを企
画しています。
京葉エリアでは、子育て世代を中心
とした 10 月のイベント「子育て応
援メッセ in ふなばし」を会場とし
て企画しています（下記ちらし）。
東葛エリアでは、虹の街の新たなデ
ポーが流山おおたかの森にオープン
することもあり、2 月頃に流山を中
心とした地域での開催を検討中！
下総エリアでは、地域の連携をア
ピールするイベントを企画開催予定
です。
　詳細が決まりしだい、お知らせし
ますので、どうぞお楽しみに！

（12）コルザ 2017 年９月号 No.386

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

ねこ版画で癒されます

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

おかげさまで 25 年

ワーカーズコレクティブ千葉県連合会

おおのたかし
東京都葛飾区生まれ
谷中安規（1897~1946）作品に強い感
銘を受け独習により版画制作を開始。
頒布会「ふうせんの会」開始。NHK モー
ニングワイドで頒布作品が紹介される。

「通販生活」（おしゃべりフォーラム）
カット連載中。頒布会「版画おもちゃ箱」
開始。エンドレスカレンダーを自費作
成し、東北地方の小中学校や仮設住宅
集会所へ送る。現在、柏市、松戸市な
どで活動中。カタログハウス『通販生
活』、読売新聞金曜夕刊「にほんご・言
葉のアルバム」の挿絵を担当。
著書には、

『ねこのてからのおくりもの』（新潮社）
『ねこ版画　へいきじゃないけどへいき
だよ』（主婦の友）ほか。

講座開催～ママにも子どもにも優しい～
「新しい働き方を考えよう」

25 周年ロゴ
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チャンス創造ファンドで『支援格差』をなくしたい！
　　　　　　　　　　　　　　　ご寄付・ご協力のお願い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://uwnchiba.net    
    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９月号 No.386（13）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

事務の就労体験のようす

３人に１人は経済的な問題で
就労体験などのプログラムを断念

　ユニバーサル就労ネットワークちばでは、働きづらさ
を抱える人の就労支援を行っています。虹の街の配送セ
ンターでの就労体験などをはじめとして、皆さんのご厚
意で多くの事業所で就労体験ができるようになりました。
　しかし、就労体験に参加したくても交通費が出せずに
支援を受けることすら断念してしまう方が多くいらっ
しゃいます。これは私たちだけではなく、就労支援を行っ
ている団体が共通に持っている悩みです。
　そこで、私たちは「チャンス創造ファンド」をつくり、
多くの方からの寄付で彼らに交通費を支給できる仕組み
を構築しました。
　生活困窮者自立支援制度ができ、新しいセイフティー
ネットができた一方で、これを利用する方々のなかでも
就労体験に行ける人、行けない人という支援機会の差が
生まれてしまいました。この支援機会の差をなくし、就
労体験に参加したい、支援を受けたいと希望される方が
交通費などの心配をすることなくトレーニングを受けら
れるよう、ぜひ皆様のご支援をお願いいたします。

寄付は社会的投資としての意味も…

　就労体験や就職活動、内定が出て初めてお給料が出る
までにかかる交通費や履歴書や写真をとる経費、リク
ルートスーツ等必要経費を計算すると、一人あたり約
15万円（試算）ほど総額でかかります。
　しかし、彼らが年収 250 万円の仕事につき、たとえ
ば 10年間働いたとしたら、その間支払う税金は総額で
約 480 万円になります。必ずしも満額を給付するわけ
ではありませんが、1人に 15 万円を投資することで約
480 万円が税収として支払われるということは、私た
ちの暮らしにとってもメリットのある社会的投資として
の効果もあります。

　ファンドの給付については、申請だけではなく相談員
と活動計画書を作成し、それに沿って給付計画書もつく
ります。相談員は伴走支援をしますので、給付を受けた
後もきちんと寄り添いながら適正に活用されているかを
確認します。

寄付は『モノ』でも可能です！

　「お宝エイド」はご自宅にある不用品を送っていただ
くことで寄付に繋がります。不用になった携帯電話や
CD、ゲーム、貴金属やデジタルカメラなどを箱に入れ
て、集荷依頼をしていただくのみです。送料もかかりま
せん。「お宝エイド」で査定をした金額が当法人に寄付
として振り込まれます。「お宝エイド」
の詳細ちらしは、当法人のホームペー
ジからダウンロードできます。右の
QRコードをご利用ください！

寄付のご案内  1 口 1,000 円から

① 3,000 円のご寄付 = 当事者ひとりが相談 1 回  
　と就労体験２回通う往復交通費が捻出できます。
② 5,000 円のご寄付 = 当事者ひとりが就労体験に
　1 カ月通うための往復交通費が捻出できます。
　（週 2 回実施）

郵便振替　ゆうちょ銀行
　口座番号 ：00140-4-587728
　口座名義 ：特定非営利活動法人ユニバーサル就労
　　　　　　ネットワークちば
クレジットカード　
上のQRコードから当法人のサイト上で決済ができます。
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ワーカーズコレクティブ（W.Co）
千葉県連合会は、今年 25周年

　W.Co とは、働くことを自分の意
思ではじめ、働いた結果を自分たち
の責任で引き受ける、そんな考えか
ら生まれた協同組合です。
　何かを始めたい、興したいと思っ
た人が集まって、事業への思いや夢
を膨らませ、仲間を集め、そして設
立に向けて準備会を発足、事業計画、
資金計画を立て営業許可の申請、開
業に伴う届け出、定款をつくり設立
総会を開催し、そしてスタート！
　こんな時にサポートするのが、
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課題である人員不足、次世代育成に
も力を入れたいと考えています。
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25 周年を迎え、感謝の気持ちを形
にして皆さんにお伝えしようと思い
ます。

25 周年を記念して
W.Co グッズを作成します

　版画作家 大野隆司さんとのコラ
ボレーションを企画し販売予定です。
ご期待ください。

25 周年を記念して
各エリアごとにイベントを実施します

　W.Co 千葉県連合会は、県内の地
域を 3 つのエリアに分け、東葛・
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画しています。
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東葛エリアでは、虹の街の新たなデ
ポーが流山おおたかの森にオープン
することもあり、2 月頃に流山を中
心とした地域での開催を検討中！
下総エリアでは、地域の連携をア
ピールするイベントを企画開催予定
です。
　詳細が決まりしだい、お知らせし
ますので、どうぞお楽しみに！
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成し、東北地方の小中学校や仮設住宅
集会所へ送る。現在、柏市、松戸市な
どで活動中。カタログハウス『通販生
活』、読売新聞金曜夕刊「にほんご・言
葉のアルバム」の挿絵を担当。
著書には、

『ねこのてからのおくりもの』（新潮社）
『ねこ版画　へいきじゃないけどへいき
だよ』（主婦の友）ほか。

講座開催～ママにも子どもにも優しい～
「新しい働き方を考えよう」

25 周年ロゴ
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チャンス創造ファンドで『支援格差』をなくしたい！
　　　　　　　　　　　　　　　ご寄付・ご協力のお願い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://uwnchiba.net    
    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９月号 No.386（13）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

事務の就労体験のようす

３人に１人は経済的な問題で
就労体験などのプログラムを断念

　ユニバーサル就労ネットワークちばでは、働きづらさ
を抱える人の就労支援を行っています。虹の街の配送セ
ンターでの就労体験などをはじめとして、皆さんのご厚
意で多くの事業所で就労体験ができるようになりました。
　しかし、就労体験に参加したくても交通費が出せずに
支援を受けることすら断念してしまう方が多くいらっ
しゃいます。これは私たちだけではなく、就労支援を行っ
ている団体が共通に持っている悩みです。
　そこで、私たちは「チャンス創造ファンド」をつくり、
多くの方からの寄付で彼らに交通費を支給できる仕組み
を構築しました。
　生活困窮者自立支援制度ができ、新しいセイフティー
ネットができた一方で、これを利用する方々のなかでも
就労体験に行ける人、行けない人という支援機会の差が
生まれてしまいました。この支援機会の差をなくし、就
労体験に参加したい、支援を受けたいと希望される方が
交通費などの心配をすることなくトレーニングを受けら
れるよう、ぜひ皆様のご支援をお願いいたします。

寄付は社会的投資としての意味も…

　就労体験や就職活動、内定が出て初めてお給料が出る
までにかかる交通費や履歴書や写真をとる経費、リク
ルートスーツ等必要経費を計算すると、一人あたり約
15万円（試算）ほど総額でかかります。
　しかし、彼らが年収 250 万円の仕事につき、たとえ
ば 10年間働いたとしたら、その間支払う税金は総額で
約 480 万円になります。必ずしも満額を給付するわけ
ではありませんが、1人に 15 万円を投資することで約
480 万円が税収として支払われるということは、私た
ちの暮らしにとってもメリットのある社会的投資として
の効果もあります。

　ファンドの給付については、申請だけではなく相談員
と活動計画書を作成し、それに沿って給付計画書もつく
ります。相談員は伴走支援をしますので、給付を受けた
後もきちんと寄り添いながら適正に活用されているかを
確認します。

寄付は『モノ』でも可能です！

　「お宝エイド」はご自宅にある不用品を送っていただ
くことで寄付に繋がります。不用になった携帯電話や
CD、ゲーム、貴金属やデジタルカメラなどを箱に入れ
て、集荷依頼をしていただくのみです。送料もかかりま
せん。「お宝エイド」で査定をした金額が当法人に寄付
として振り込まれます。「お宝エイド」
の詳細ちらしは、当法人のホームペー
ジからダウンロードできます。右の
QRコードをご利用ください！

寄付のご案内  1 口 1,000 円から

① 3,000 円のご寄付 = 当事者ひとりが相談 1 回  
　と就労体験２回通う往復交通費が捻出できます。
② 5,000 円のご寄付 = 当事者ひとりが就労体験に
　1 カ月通うための往復交通費が捻出できます。
　（週 2 回実施）

郵便振替　ゆうちょ銀行
　口座番号 ：00140-4-587728
　口座名義 ：特定非営利活動法人ユニバーサル就労
　　　　　　ネットワークちば
クレジットカード　
上のQRコードから当法人のサイト上で決済ができます。
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イベント・情報

魚
さかな

の 学 校

10 月 28 日（土）10：00 ～ 14：00
現地集合：東安房漁協本所　
            ( 南房総市千倉町千田 1025-6)

定員：40 人
参加費：1,000 円 / 人 （鯵

あじ

の開き体験付）

担当：事業部　柴山　043-278-7693
＊詳しくは 9/18 ちらし配布。申し込みは電話で。

ブロック企画

にじいろマルシェ

９月 18 日（月）11：00 ～ 14：00
東洋ハウジング  YUI ★ STATION
担当：児玉　04-7134-3801
夕食のおかず作り

９月 19 日（火）14：00 ～ 16：00
デポー松葉町　組合員室
参加費 400 円（持ち帰りのみ 500 円）
担当：児玉　04-7134-3801
認知症サポーター養成講座

9 月 19 日（火）13：00 ～ 15：00
センター市原
託児あり　定員 20 人　
担当：塚本　0436-60-1583
宇田川先生のビーズ作り教室

９月 20 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘　地域交流スペース
託児あり　参加費500円（ゲスト600円）

担当：児玉　04-7134-3801
オレンジカフェ流山

９月 22 日（金）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 300 円
担当：児玉　04-7134-3801
料理の「さしすせそ」の「せ」を知ろう♪
タイヘイ（株）生産者交流会

9 月 25 日（月）10：10 ～ 12：45
デポー真砂地域交流スペース渚
託児あり　定員 20 人　200 円
担当：清松　043-278-7629
ULaLaKa キッチン

９月 27 日（水）11：30 ～ 13：00
デポー浦安　地域交流スペース

定員６組　参加費 300 円
担当：早川　047-379-1540
正絹糸で くみひも

９月 27 日（水）10：00 ～ 12：30
デポー大津ヶ丘　地域交流スペース

参加費 300 円（ゲスト 500 円）
担当：児玉　04-7134-3801
平田牧場三元豚を使った豚丼を食べよう！

９月 27 日（水）11：00 ～ 13：00
デポーおおたかの森　地域交流スペース
参加費 100 円
担当：児玉　04-7134-3801
傾聴講座　第１回

９月 27 日（水）10：00 ～ 13：00
センター松戸
託児あり　定員 20 人　参加費 500 円
担当：鈴木　047-385-4646
ハロウィンパーティー

10 月７日（土）・８日（日）
　　　　　　　11：00 ～ 14：30
センター市原　参加費 500 円
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。

木村馨悟（けいご）くん 2016.09

加藤冶郎（じろう）くん 2016.10

植松大晴（たいせい）くん 2016.12

新谷幸斗（ゆきと）くん 2017.01

矢田惺士朗（せいしろう）くん 2017.04

内堀咲瑛（さえ）ちゃん 2017.04

及川笑り（えみり）ちゃん 2017.06

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！

申請書は 15 ページに

液体せっけんに使用できる分は、
210 ℓで、せっけんの街の
台所用液体せっけん「おれんじ

（300ml）」11,000本分になります。
　　　　　　　          環境委員会

  未使用の

　食用油の回収報告！

6 月に回収した油は、
　　　合計　252 ℓ
　　   提供　187 人
　　　　　　　　　　　でした。
ご協力ありがとうございました。

日時 ブロック 場所
10/2（月）
10：00 ～ 12：30 佐倉 センター佐倉

10/12（木）
10：00 ～ 12：00 市原 センター市原

10/13（金）
11：00 ～ 13：00 ベイ デポー浦安

地域交流スペース ULaLaKa
10/22（日）
10：30 ～ 12：30 松戸 センター松戸

10/26（木）
10：10 ～ 12：00 千葉 デポー真砂

地域交流スペース 渚
11/7（火）
10：00 ～ 12：00 柏 デポーおおたかの森

地域交流スペース こだち

2016 年 6 月から生活クラブ電
気の共同購入が始まりました。
生活クラブ電気への切り替えを
検討中の方、再生可能エネル
ギーについて詳しく知りたい
方、基礎的なところから学びた
い方もどうぞご参加ください。
詳細は、各ブロックへの機関紙
をご覧ください。問合わせは各
ブロックのセンターへ。

エネルギー学習会　 今さら聞けない！電気のしくみ
 エネルギーカフェ

暮らしのお金に
困っていませんか？

ご相談から融資まで
あなたに最適なサポート
ご相談はどなたたでも　

相談無料　まずはお電話を

tel：043-202-1471
生活クラブくらしと家計の相談室

受付時間　10：00 ～ 17：00
（日曜・祝日を除く）

千葉県千葉市中央区３- ９- ９  
エレル千葉中央ビル 304

生活相談・家計再生支援貸付事業
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申込書・申請書　コルザ９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（　　）-（　  　）

クラちゃんラブちゃん＆申込書

＊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。

組合員氏名 組合員番号

　　　　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）

＊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。

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良かった・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　　　　　　　　　　　　　　　　
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申込書・申請書　コルザ９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（　　）-（　  　）

クラちゃんラブちゃん＆申込書

＊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。

組合員氏名 組合員番号

　　　　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）

＊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。

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良かった・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　　　　　　　　　　　　　　　　

食べるカタログ

豚１頭からとれる肉



　　　　　　　生活クラブデポーまつり
生産者に会える！楽しい企画がいっぱい！

ワーコレのお惣菜も入荷します。試食もいろいろ！初めての方にデポーを
紹介するチャンスです！お友だちと一緒にどうぞ。2 日間ポイント２倍！

遊 YOU 米食べ切りキャンペーン (9/11 ～ 30)
　新米が出る前に、今あるお米を食べ切ってしまいましょう！
　期間中遊 YOU 米各種（フロア米のみ）が 20 ～ 50 円値下げに。

消費材紹介キャンペーン①（9/1～17）週替わりでおすすめ消費材が　

　みりん風醸造調味料・ジューシーパリ旨ポークウィンナー
小島米菓と紅葉堂　お菓子ウィーク（9/11 ～ 17）
　小島米菓 ( おせんべい ) と紅葉堂 ( カステラなど ) をご紹介。
　ビジョンフード鶏卵の日（9/15）
　9 月のテーマは「鶏卵」。生活クラブの鶏卵の特徴や

　おいしい食べ方などを試食と共にご紹介。

行楽フェア（9/15・16）行楽の準備はデポーでどうぞ 

　開拓牛・平牧三元豚の焼肉用アイテム・
　平牧三元豚スペアリブなど

消費材紹介キャンペーン②（9/18 ～ 24）週替わり

　トマトケチャップ
こまつ製菓の和菓子ウィーク（9/18 ～ 24）
　和菓子でおなじみ：こまつ製菓とその消費材をご紹介。

　　　　　　　　　　おすすめ品　　

消費材紹介キャンペーン③（9/25 ～ 10/1）週替わり

　素精糖・万能つゆ 500ml　
　牛乳たっぷり加糖ヨーグルト
マルハニチロ冷凍惣菜ウィーク（9/25 ～ 10/1）

　コロッケやハンバーグなどの生産者：マルハニチロ（株）と
　その消費材を紹介します。

秋の行楽お弁当まつり（9/29・30）行楽弁当の準備もデポーで♪

　丹精國鶏のモモ肉・ムネ肉
　マルハニチロのお弁当用冷凍惣菜のおすすめ品

ビジョンフード鶏卵の日（9/15）

行楽フェア（9/15・16）行楽の準備はデポーでどうぞ 

小島米菓と紅葉堂　お菓子ウィーク（9/11 ～ 17）

消費材紹介キャンペーン②（9/18 ～ 24）週替わり

消費材紹介キャンペーン③（9/25 ～ 10/1）週替わり

秋の行楽お弁当まつり（9/29・30）行楽弁当の準備もデポーで♪

消費材紹介キャンペーン①（9/1～17）週替わりでおすすめ消費材が

遊 YOU 米食べ切りキャンペーン (9/11 ～ 30)

マルハニチロ冷凍惣菜ウィーク（9/25 ～ 10/1）

こまつ製菓の和菓子ウィーク（9/18 ～ 24）

日 月 火 水 木 金 土
10　

お休み
（次月は 10/8）

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９月号 No.386

９月のデポー

＊ 2017 年 8 月 22 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

ほうきね牛入荷

　　　消費材紹介キャンペーン②（～ 24）

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。カードは班・個別配送の
方もつくれます。 詳しくはデポーフロアで。

　　　消費材紹介キャンペーン③（～ 10/1）

デポー 9/22（金） 9/23（土）

真砂
ニューオークボ（パスタ）
さんぶ野菜ネットワーク　
　　　　　　　     （野菜）

田中製餡
　（こしあん・つぶあん）
新生わたらい茶（お茶）

浦安
ベストアメニティ
　　　　 （もち麦・雑穀米）
和高スパイス（スパイス各種）

栃木県開拓農協（牛肉）
月山パイロットファーム　
　　　　　　　  （漬け物）

みつわ台 東京カリント（かりんとう）
全国農協食品（ピザ）

平田牧場（平牧三元豚）
ＡＩＣ（野菜）

新松戸 平田牧場（平牧三元豚）
タイヘイ（丸大豆醤油）

秋川牧園
　　  （丹精國鶏・焼きとり）
三里塚農法の会（野菜）

大津ヶ丘 栃木県開拓農協（牛肉）
青い海（あらびき塩こしょう）

タイヘイ
　      （丸大豆醤油・白だし）
ヴィボン（オリーブオイル）

松葉町 ヴィボン（オリーブオイル）
新生酪農（牛乳・チーズ）

私市醸造（食酢・すし酢）
村悟空（野菜）

木刈 日東富士製粉（てんぷら粉）
ＡＩＣ（野菜）

小野田製油所（ごま油）
青い海（真塩・素精糖）

園生 秋川牧園（丸鶏解体）
立野園芸出荷組合（野菜）

共生食品（豆腐）
プレスオールターナティブ　
　　　　　　　     （ナッツ）

　　　消費材紹介キャンペーン①（～ 17）

10％
off 

５％
off 

10％
off 

５％
off 

小島米菓と紅葉堂お菓子ウィーク（～ 17）

10％
off 

ビジョンフードの日

デポーのお休み
　　

10 月は 8日

　デポーおおたかの森
　　10月 20日オープン予定

W
ポイント
デー

冷凍品お買い得
２パック
 以上で ５％

off 

　行楽フェア

５％
off 

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　９月の生まぐろ解体

　　　　　　　　9/16 新松戸・/23 園生・/29 みつわ台・/30 浦安
　　　　　　　　　　　　　＊水揚げがない場合は冷凍まぐろが入荷

　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　＊水揚げがない場合は冷凍まぐろが入荷

あなたの携帯にデポーの情報が届きます

登録無料
  好評配信中！

    
    

                   

　

     
デポーメールマガジン

５％
off 

こまつ製菓の和菓子ウィーク（～ 24）平牧金華豚の日
生活クラブデポーまつり

マルハニチロ冷凍惣菜ウィーク（～ 10/1） 　秋の行楽お弁当まつりフェア
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