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組合員の皆さんに 12月理事会の報告をします。

１．コミュニティ運営ガイドと登録申請書・活動報告書の書式を
改定し、あわせて運営委員会のコミュニティ対応マニュアルを新
たに作成しました。2018 年度の登録や更新に適応します。
２．単協が行う、省エネ・節電・CO2 削減・脱原発の活動に助

成される生活クラブ自然エネルギー基金に対し、2018 年度に虹
の街で実施する３つの活動費用の助成を申請します。
３．デポーおおたかの森の新規開設について、これまでの活動の
振り返りをしました。成果と課題を抽出し、今後のデポーが地域
の拠点として確立していくこと、17年度及び次年度以降の拡大
計画と供給計画を達成し事業自立していくこととしました。

11 月の組織報告   総供給高　684,090,619 円　　
　　　　　　　　    総組合員数　41,711 人（班 5,136 人  個別 20,180 人　デポー 11,681 人　経済共済 4,714 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→

1月 12日、2018 年度方針学習会。理事・運営委員 52人が参加した

生活クラブは、映画『おだやかな革命』を応援しています！
自然エネルギーによる地域の再生を描いたドキュメンタリー。生活クラブ風車「夢風」も取材されました。
　　　　ポレポレ東中野で上映中！　～２月下旬　監督：渡辺智史　製作：いでは堂
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自主管理監査制度と

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

消費材の「安全・健康・環境」は組合員が直接確かめる

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

自主基準には、６つの分野 +放射能と３つの区分があります。

生活クラブの自主基準（2016 年 4 月） 国の基準値

区分 検出下限
目標値⑶

基準値 食品区分 基準値

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

 飲料水⑴・牛乳（原乳）・米 １ ５
飲料水 10

牛乳 50

 鶏卵・鶏肉・豚肉・牛肉・乳製品 2.5 10

一般食品 100 青果物⑵・魚介類・加工食品 ６ 25

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

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

放射能の自主基準
　「放射能はこれ以下なら安全という値（しきい値）はない」 
という考え方に基づき、放射能の 「自主基準値」を設定し、 

「この数値を超えた消費材はお届けしない」という基準と
して、 検査の結果、この値を越えるものについては供給を
中止しています。
　東京電力福島第一原発の事故以来、 これまでの 8 万件を
越える国内屈指の検査実績と新たな検査体制の拡充の上
に、 2016 年 4 月から自主基準値をさらに引き下げました。
より厳しい基準を設定することで、更なる食の安全をめざ
しています。

　生産者は、毎年、自主基準への達成度
を点検して、その結果を生活クラブに報
告します。連合消費委員会のもとに設置
された、組合員と提携生産者による「自
主管理部会」が基準の到達度合を点検し、
さらに高い水準へと自主基準を改定して
いきます。

推奨レベル： 到達・実現を推奨する内容

　例：除草剤の不使用、畜産での飼料米の導入、
　　　養殖での水産用医薬品の不使用など

標準規格 ：守るべき水準

　例：許容していない食品添加物の不使用など

要改善規格 ：早期に改善することが必要

　例：毒性の強い農薬の使用など

農業基準：
  「果樹・水稲・きのこ編」「野菜編」に区分
・食物が人の健康を脅かさないこと、永続的な
農業生産が続けられることなど 12 の基本姿勢
を持ってすすめています。
・農薬の使用に関して、毒性こそが農薬の本質
と考え、生産性だけでなく、生産者・消費者へ
の安全性、環境への負荷なども考慮しています。

漁業基準：
  冷凍魚、塩干品、うなぎ蒲焼きなど
・日本の水産資源の持続的利用に貢献する取り
組みをめざしています。
・せっけん運動など、環境への積極的な取り組
みをしています。また、化学物質および重金属
による汚染を調査し、食べ方の提案や基準の作
成に向けた取り組みをすすめています。

畜産基準：
  原乳、鶏卵、精肉（豚、牛、鶏）
・地域風土に合った、生産内容（種・飼育方法）
をすすめ、地域農業と密着した耕畜連携体制の
構築を図っています。
・飼料用原料の海外依存への対策と地域循環型
農業体系をめざし国内自給飼料の拡大を追及し
ています。

加工食品基準：
  上記以外の大多数の食品
・主要原材料については国産を優先。輸入原材
料については民衆交易などを優先し、生産内容
が明らかになることを推奨しています。
・食品添加物など化学物質不使用を原則として
います。原材料・食品添加物・キャリーオーバー・
各種検査結果など原則的に全て開示しています。

生活用品基準：
  せっけん、化粧品、衣料品、雑貨など
・組合員のくらし（衣食住）に有用で、「安全・健康・
環境」に配慮し、また使い捨てではなく、耐久
性が高く安全に使用できる製品を推奨していま
す。
・誰でもが使い易い製品（バリアフリー・ユニ
バーーサルデザイン）を推奨しています。

容器包装基準：
  食品を包む袋や缶、びんなど
・基本として以下の７原則を遵守しています。
①ごみのリデュースの促進　②リユースの促進
③リサイクルの促進　④ごみ処理の容易化
⑤有害物の排除　⑥情報の開示　⑦バリアフ
リーの追求



ことが確認できました。また監査に合
わせて製造時間を調整し、さらに丁寧
に対応していただきました。
　今回初めて工場の方が数人参加され
ました。組合員の思い、考えを直に聞
くことで、生産作業を担っている方た
ちに今まで以上に生活クラブを知って
いただけたのではないかと思います。

千葉ブロック

米粉のロールケーキプレーン

　９月４日、佐賀県佐賀市にある（株）
丸きんまんじゅうを訪問し、本社工場
で、米粉のロールケーキプレーンの原
材料や製造過程について自主監査を行
いました。ブロックから８人が参加し
ました。
　原材料の「殺菌凍結全卵」「凍結殺
菌加糖 20％卵黄」の殺菌方法を確認
しました。また、原材料の「上白糖」
の製造工程で「塩酸」が使われていま
すが、どのように使われているのか、
またビートグラニュー糖では使用され
ないことを確認しました。この上白糖
を国産ビートグラニュー糖に変更する
ことは可能で、国産原料 80％になる
との回答をただき、ぜひ取り組んでほ
しいと思いました。
　生活クラブ指定原材料の鶏卵が不足
した場合や緊急時に使用する鶏卵につ
いて、製造管理・製品品質を考慮して
選定されていうことがわかりました

（この鶏卵は現在未使用）。
　機械洗浄や手洗いにおけるせっけん
の導入についてもいろいろ検討され、
微生物検査の結果写真も見ることがで
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おおぜいの自主監査とは

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

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

製造現場を訪問して
消費材が生産される
ところを監査します。

監査報告書を作成し、
生産者に改善して欲
しい点等を伝えます。
生産者の回答・所感
を記入してもらい報
告書が完成します。

事前学習会を行いま
す。監査のまとめを
しぼり、事前に質問
事項をまとめておく
ことで当日の監査が
より有意義なものに
なります。

   2017 年度　虹の街
　　　　　おおぜいの自主監査報告

胡麻ドレッシング

　７月４日、千葉県匝瑳市にあるタイ
ヘイ（株）の胡麻ドレッシングの原材
料や衛生管理について自主監査を行い
ました。ブロックから６人が参加しま
した。
　工場内は、とてもきれいで、掃除が
行き届いていることや、防虫防鼠対策
として、業者によるモニタリング検査
も行い、衛生管理に大変気を配ってい
ることがわかりました。
　せっけんの利用については、ヱス
ケー石鹸（株）との意見交換なども行
い、利用していきたい意向がわかりま
したので、できるところからすすめて
ほしい旨を伝えました。
　原材料の塩と砂糖について、ぜひ真
塩と素精糖を使用した胡麻ドレッシン
グへの変更が現実になるように、価格
や風味などの調査をしてほしいと希望
しました。
　監査にあたり、準備された書類はか
なりの量で、製造・品質管理、衛生管
理などのデータをしっかりとっている

消費材名 生産者名 実施日

千葉ブロック 胡麻ドレッシング タイヘイ（株） 2017-07-04

市原ブロック 米粉のロールケーキプレーン （株）丸きんまんじゅう 2017-09-04

佐倉ブロック スクリューマカロニ （株）ニューオークボ 2017-09-08

松戸ブロック すし酢 私市醸造（株） 2017-09-12

2017 年度  虹の街　おおぜいの自主監査実施状況

　Step1　
消費材の選定

　Step2　
事前学習会

　Step3　
現地監査

　Step4　
監査報告

３カ月前

１カ月前

１～２カ月後

当日

生活クラブ連合会に提
出した報告書の概要は、
連合会のHP(WEBサイ
ト）に掲示されます。

この体験を
さまざまな活動に生かしていきます。

おおぜいの自主監査は、この20年間で

　回数のべ　1,134 回
　参加人数のべ　10,233 人
　監査に応じた生産者のべ　227 団体
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き、現状ではまだ導入に至っていない
理由も確認できました。せっけんの使
用について前向きに検討している姿勢
が感じられました。
　異物混入やコンタミネーションを防
ぐための工夫（計量用の赤い袋、目視、
動線管理など）が徹底して行われてい
ました。
　全体を通して、家庭でロールケーキ
をつくる時と同じような工程で、添加
物を使わずに安全でおいしくつくる工
夫や材の品質の良さを確認できました。
組合員の要望を理解し、できる限り応
えようという姿勢を感じ、素晴らしい
と思いました。監査で学んだことを、
秋のつどいや地域集会で組合員に伝え、
利用に繫がるよう活動します。　　　
　　　　　　　　             市原ブロック

スクリューマカロニ

　９月８日、柏市にある（株）ニュー
オークボの増尾工場で、スクリューマ
カロニの原材料や衛生管理について自
主監査を行いました。ブロックから７
人が参加しました。

　 原 材
料「 小
麦」のト
レーサビ
リティに
ついては、
以前に比
べ、情報
開示がす
すみ、原
料生産国

の小麦が最終的に集積されるカント
リーエレベーターまで把握できている
ことを確認しました。
　有機小麦を使用しない理由として、
外国産有機小麦の輸入は可能だが、船
や倉庫を分けて管理する必要があり、
価格的な問題と小麦で輸入した場合は
燻蒸作業が発生するため難しいことが
わかりました。
　衛生管理体制については、毎月外部
機関に検査を依頼し、改善対策を行っ
ていることを報告書で確認しました。
手洗いにはヱスケー石鹸（株）の液体
せっけんを使用し、機械は基本水で洗
浄をし、環境に及ぼすものを排水して
いないことを確認しました。
　また、現在のパッケージには使用後
の処分方法の表示がないので、改版時
にはその旨を入れる計画があることを
確認しました。　　　　  佐倉ブロック

すし酢

　９月 12 日、鎌ヶ谷市にある私市醸
造（株）の本社工場で、すし酢の原材
料や製造工程について自主監査を行い
ました。食のフォーラムメンバー７人
が参加しました。
　すし酢の原材料は４つ。醸造酢、上
白糖、塩、昆布エキスです。
とてもシンプルですがさらにその起源
原材料をたどると外国由来の物や遺伝
子組み換え対策が必要なものなど、食
品表示ラベルだけではわからないこと
が見えてきます。仕様書をチェックし、
原材料の内容を確認すると、どれもで
きるだけ国産にこだわり、外国由来の
ものも安全性を確認して使われていま
した。
　液体の昆布エキスは粉末に比べて添
加物が多用されているため粉末を使用
していることもわかりました。
　調味に、素精糖ではなく上白糖が使
われていること、市販品に比べて塩分
がやや高いことを指摘しましたが、長

年業務用すし酢に取り組んできた経験
を活かし、「メリハリのある、すっき
りとした控えめな甘さ」と味にこだ
わった結果ということが分かりました。
　充填室では、異物混入を防ぐために
衣類の防塵対策・衛生管理がされ、充
填室前の手洗い場ではせっけんが使わ
れていました。
　すし酢の原料となる酢は、大きな木

桶に酒粕・アルコールを仕込んで２～
３カ月かけてゆっくりと静置発酵させ
てつくられた醸造酢と、タンクに泡を
送りながら、短時間で通気発酵させた
ホワイトビネガーを混ぜ合わせてつく
ります。現地では発酵しているようす
や、濾過の工程、圧搾液（酢になる前
の濾した液）、洗瓶機、充填室などを

確 認。 瓶 に
充 填 し た も
の は １ 本 ず
つ 丁 寧 に 目
視 確 認 を し
ていました。

　途中、圧搾液が外気に触れる箇所が
あり衛生面が気になることを指摘しま
したが、密閉状態で作業ができるよう
に改善されることになりました。
　生産現場での丁寧で緊張感のある説
明から、消費材に対する真摯な想いが
伝わりました。今回は、メンバーのほ
とんどが初めての自主監査でしたが、
皆、実際に現場を見て、いろいろな質
問をして話を聞くことで、今まで以上
に消費材に愛着がわきました！
　たくさんのこだわりが詰まったすし
酢。大切に使い続けていきたいと思い
ました。　　　　　　　　松戸ブロック
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組合員の要望を理解し、できる限り応
えようという姿勢を感じ、素晴らしい
と思いました。監査で学んだことを、
秋のつどいや地域集会で組合員に伝え、
利用に繫がるよう活動します。　　　
　　　　　　　　             市原ブロック

スクリューマカロニ

　９月８日、柏市にある（株）ニュー
オークボの増尾工場で、スクリューマ
カロニの原材料や衛生管理について自
主監査を行いました。ブロックから７
人が参加しました。

　 原 材
料「 小
麦」のト
レーサビ
リティに
ついては、
以前に比
べ、情報
開示がす
すみ、原
料生産国

の小麦が最終的に集積されるカント
リーエレベーターまで把握できている
ことを確認しました。
　有機小麦を使用しない理由として、
外国産有機小麦の輸入は可能だが、船
や倉庫を分けて管理する必要があり、
価格的な問題と小麦で輸入した場合は
燻蒸作業が発生するため難しいことが
わかりました。
　衛生管理体制については、毎月外部
機関に検査を依頼し、改善対策を行っ
ていることを報告書で確認しました。
手洗いにはヱスケー石鹸（株）の液体
せっけんを使用し、機械は基本水で洗
浄をし、環境に及ぼすものを排水して
いないことを確認しました。
　また、現在のパッケージには使用後
の処分方法の表示がないので、改版時
にはその旨を入れる計画があることを
確認しました。　　　　  佐倉ブロック

すし酢

　９月 12 日、鎌ヶ谷市にある私市醸
造（株）の本社工場で、すし酢の原材
料や製造工程について自主監査を行い
ました。食のフォーラムメンバー７人
が参加しました。
　すし酢の原材料は４つ。醸造酢、上
白糖、塩、昆布エキスです。
とてもシンプルですがさらにその起源
原材料をたどると外国由来の物や遺伝
子組み換え対策が必要なものなど、食
品表示ラベルだけではわからないこと
が見えてきます。仕様書をチェックし、
原材料の内容を確認すると、どれもで
きるだけ国産にこだわり、外国由来の
ものも安全性を確認して使われていま
した。
　液体の昆布エキスは粉末に比べて添
加物が多用されているため粉末を使用
していることもわかりました。
　調味に、素精糖ではなく上白糖が使
われていること、市販品に比べて塩分
がやや高いことを指摘しましたが、長

年業務用すし酢に取り組んできた経験
を活かし、「メリハリのある、すっき
りとした控えめな甘さ」と味にこだ
わった結果ということが分かりました。
　充填室では、異物混入を防ぐために
衣類の防塵対策・衛生管理がされ、充
填室前の手洗い場ではせっけんが使わ
れていました。
　すし酢の原料となる酢は、大きな木

桶に酒粕・アルコールを仕込んで２～
３カ月かけてゆっくりと静置発酵させ
てつくられた醸造酢と、タンクに泡を
送りながら、短時間で通気発酵させた
ホワイトビネガーを混ぜ合わせてつく
ります。現地では発酵しているようす
や、濾過の工程、圧搾液（酢になる前
の濾した液）、洗瓶機、充填室などを

確 認。 瓶 に
充 填 し た も
の は １ 本 ず
つ 丁 寧 に 目
視 確 認 を し
ていました。

　途中、圧搾液が外気に触れる箇所が
あり衛生面が気になることを指摘しま
したが、密閉状態で作業ができるよう
に改善されることになりました。
　生産現場での丁寧で緊張感のある説
明から、消費材に対する真摯な想いが
伝わりました。今回は、メンバーのほ
とんどが初めての自主監査でしたが、
皆、実際に現場を見て、いろいろな質
問をして話を聞くことで、今まで以上
に消費材に愛着がわきました！
　たくさんのこだわりが詰まったすし
酢。大切に使い続けていきたいと思い
ました。　　　　　　　　松戸ブロック
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くらしと家計の相談室

相談室開設３年目！

　2017 年 12 月末までに、電話相談
は 1,112 件、面談は 477 件、貸付実
行は 213 件でした。
　また、2015 年に施行された「生活
困窮者自立支援制度」に基づく家計相
談支援事業を、相談室開設以来３年間、
千葉市から受託しています。

多重債務から過重債務へ

　10 年ほど前、貸金業の返済のため
に借入を繰り返す多重債務者が増加。
自殺者が後を絶たず、2006 年に改正
貸金業法が施行されました。貸付金額
の総量規制（年収の 1/3 以下）が功を
奏し、多重債務者は激減しました。し
かし、銀行カードローンは規制対象外
なので、返済能力を超える過重債務者
が急増しています。その影響か、最高
裁の統計では 2016 年、個人の自己破
産申請が 13年ぶりに増加し、64,637
件（前年比 101.2％）にも上ったとの
ことです。
　自己破産の原因の多くは、ギャンブ
ルなどではなく、病気などによる収入
減で、銀行カードローンや住宅ローン
が返済できなくなった、など身近な事
柄であり、決して他人事とは思えませ
ん。相談室で目立つのは、「収入を補
うための銀行ローンやクレジットカー
ドのリボ払いで債務が増えてしまっ
た」「住宅ローンの返済金額が高額で
払いきれない」などです。

不安定な雇用の陰で

　４割を超えると言われる非正規雇用。
2016 年の総務省調査では、その 6割

近くが年収 200 万円以下です。相談
室の相談者も４割強が 200 万円以下。
通信費や住居費、車両費などの固定費
がかさみ、さらに債務返済があれば、
十分な食事がとれないほどの家計状況
となってしまいます。今や「６人に１
人が貧困」と言われます。あなたの周
りにも相談室を必要とする人がいるか
もしれません。
　非正規雇用の場合、住民税や国民健
康保険料、国民年金が天引きされない
場合が多く、滞納しがちです。督促を
放置すれば、最低生活費以外を全て差
し押さえられてしまい、生活が立ち行
かなくなります。収税課からの紹介の
相談者に、税金と各種ローンを一括貸
付することで、課題が解決する事例も
増えています。
　雇用関係を持たない個人事業主やフ
リーランスという働き方も増えていま
す。経理の知識をしっかり持ち、納税
に備えるべきです。
　また、2016 年の金融広報中央委員
会の調査によると、貯蓄なし世帯が３
割に上ります。貯蓄がないため、冠婚
葬祭や車検などの臨時出費を借入で賄
わざるを得ない相談者も多いです。何
らかの事情で働けなくなった場合には、
社会保障（雇用保険、傷病手当金、高

額療養費など）の活用を提案しますが、
実際にお金が振り込まれるまでには時
間がかかるので、つなぎ資金としての
貸付を利用していただきます。
　年金を補うために体を酷使して働く
高齢者も増えています。将来の年金額
を確認したり、住宅費や教育費などの
ライフイベント支出を計算して、不足
分を貯蓄して老後に備えることは、全
ての家庭において重要だと痛感します。

伴走型セーフティネット貸付

　初回面談では、相談者お一人からお
話を伺うことが多いのですが、家計改
善には家族の協力が欠かせません。収
入を増やす、支出を減らす、あるいは
その両方が必要です。家族で家計表を
共有し、皆で問題解決に当たることが
肝要です。貸付に当たっては、相談員
が完済まで伴走しますが、ご家族にも
「生活伴走人」に就任していただいて
います。
　相談室の貸付は、金利が安く、家計
相談付きで返済計画をしっかりと立て
るので安心です。生活困窮者自立支援
相談窓口からの紹介に加え、ＨＰから
の問い合わせも増えています。資金が
必要な時は、ぜひお早めにご相談くだ
さい。

2015 年４月、千葉市中央区役所隣に開所した「くらしと家計の相談室」
では、家計の診断、借入の法的整理の支援、貸付など、お金の問題に悩む
方々の幅広いサポートを行っています。ぜひお早めにご相談ください。

                       　　 く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

ご相談はどなたでも　秘密厳守　相談無料　まずはお電話を

　　　　　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）　　tel：043-202-1471　千葉市中央区３- ９- ９  エレル千葉中央ビル 304
　　　　　　                                                                                           http://kurashitokakei.jp
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き、現状ではまだ導入に至っていない
理由も確認できました。せっけんの使
用について前向きに検討している姿勢
が感じられました。
　異物混入やコンタミネーションを防
ぐための工夫（計量用の赤い袋、目視、
動線管理など）が徹底して行われてい
ました。
　全体を通して、家庭でロールケーキ
をつくる時と同じような工程で、添加
物を使わずに安全でおいしくつくる工
夫や材の品質の良さを確認できました。
組合員の要望を理解し、できる限り応
えようという姿勢を感じ、素晴らしい
と思いました。監査で学んだことを、
秋のつどいや地域集会で組合員に伝え、
利用に繫がるよう活動します。　　　
　　　　　　　　             市原ブロック

スクリューマカロニ

　９月８日、柏市にある（株）ニュー
オークボの増尾工場で、スクリューマ
カロニの原材料や衛生管理について自
主監査を行いました。ブロックから７
人が参加しました。

　 原 材
料「 小
麦」のト
レーサビ
リティに
ついては、
以前に比
べ、情報
開示がす
すみ、原
料生産国

の小麦が最終的に集積されるカント
リーエレベーターまで把握できている
ことを確認しました。
　有機小麦を使用しない理由として、
外国産有機小麦の輸入は可能だが、船
や倉庫を分けて管理する必要があり、
価格的な問題と小麦で輸入した場合は
燻蒸作業が発生するため難しいことが
わかりました。
　衛生管理体制については、毎月外部
機関に検査を依頼し、改善対策を行っ
ていることを報告書で確認しました。
手洗いにはヱスケー石鹸（株）の液体
せっけんを使用し、機械は基本水で洗
浄をし、環境に及ぼすものを排水して
いないことを確認しました。
　また、現在のパッケージには使用後
の処分方法の表示がないので、改版時
にはその旨を入れる計画があることを
確認しました。　　　　  佐倉ブロック

すし酢

　９月 12 日、鎌ヶ谷市にある私市醸
造（株）の本社工場で、すし酢の原材
料や製造工程について自主監査を行い
ました。食のフォーラムメンバー７人
が参加しました。
　すし酢の原材料は４つ。醸造酢、上
白糖、塩、昆布エキスです。
とてもシンプルですがさらにその起源
原材料をたどると外国由来の物や遺伝
子組み換え対策が必要なものなど、食
品表示ラベルだけではわからないこと
が見えてきます。仕様書をチェックし、
原材料の内容を確認すると、どれもで
きるだけ国産にこだわり、外国由来の
ものも安全性を確認して使われていま
した。
　液体の昆布エキスは粉末に比べて添
加物が多用されているため粉末を使用
していることもわかりました。
　調味に、素精糖ではなく上白糖が使
われていること、市販品に比べて塩分
がやや高いことを指摘しましたが、長

年業務用すし酢に取り組んできた経験
を活かし、「メリハリのある、すっき
りとした控えめな甘さ」と味にこだ
わった結果ということが分かりました。
　充填室では、異物混入を防ぐために
衣類の防塵対策・衛生管理がされ、充
填室前の手洗い場ではせっけんが使わ
れていました。
　すし酢の原料となる酢は、大きな木

桶に酒粕・アルコールを仕込んで２～
３カ月かけてゆっくりと静置発酵させ
てつくられた醸造酢と、タンクに泡を
送りながら、短時間で通気発酵させた
ホワイトビネガーを混ぜ合わせてつく
ります。現地では発酵しているようす
や、濾過の工程、圧搾液（酢になる前
の濾した液）、洗瓶機、充填室などを

確 認。 瓶 に
充 填 し た も
の は １ 本 ず
つ 丁 寧 に 目
視 確 認 を し
ていました。

　途中、圧搾液が外気に触れる箇所が
あり衛生面が気になることを指摘しま
したが、密閉状態で作業ができるよう
に改善されることになりました。
　生産現場での丁寧で緊張感のある説
明から、消費材に対する真摯な想いが
伝わりました。今回は、メンバーのほ
とんどが初めての自主監査でしたが、
皆、実際に現場を見て、いろいろな質
問をして話を聞くことで、今まで以上
に消費材に愛着がわきました！
　たくさんのこだわりが詰まったすし
酢。大切に使い続けていきたいと思い
ました。　　　　　　　　松戸ブロック
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くらしと家計の相談室

相談室開設３年目！

　2017 年 12 月末までに、電話相談
は 1,112 件、面談は 477 件、貸付実
行は 213 件でした。
　また、2015 年に施行された「生活
困窮者自立支援制度」に基づく家計相
談支援事業を、相談室開設以来３年間、
千葉市から受託しています。

多重債務から過重債務へ

　10 年ほど前、貸金業の返済のため
に借入を繰り返す多重債務者が増加。
自殺者が後を絶たず、2006 年に改正
貸金業法が施行されました。貸付金額
の総量規制（年収の 1/3 以下）が功を
奏し、多重債務者は激減しました。し
かし、銀行カードローンは規制対象外
なので、返済能力を超える過重債務者
が急増しています。その影響か、最高
裁の統計では 2016 年、個人の自己破
産申請が 13年ぶりに増加し、64,637
件（前年比 101.2％）にも上ったとの
ことです。
　自己破産の原因の多くは、ギャンブ
ルなどではなく、病気などによる収入
減で、銀行カードローンや住宅ローン
が返済できなくなった、など身近な事
柄であり、決して他人事とは思えませ
ん。相談室で目立つのは、「収入を補
うための銀行ローンやクレジットカー
ドのリボ払いで債務が増えてしまっ
た」「住宅ローンの返済金額が高額で
払いきれない」などです。

不安定な雇用の陰で

　４割を超えると言われる非正規雇用。
2016 年の総務省調査では、その 6割

近くが年収 200 万円以下です。相談
室の相談者も４割強が 200 万円以下。
通信費や住居費、車両費などの固定費
がかさみ、さらに債務返済があれば、
十分な食事がとれないほどの家計状況
となってしまいます。今や「６人に１
人が貧困」と言われます。あなたの周
りにも相談室を必要とする人がいるか
もしれません。
　非正規雇用の場合、住民税や国民健
康保険料、国民年金が天引きされない
場合が多く、滞納しがちです。督促を
放置すれば、最低生活費以外を全て差
し押さえられてしまい、生活が立ち行
かなくなります。収税課からの紹介の
相談者に、税金と各種ローンを一括貸
付することで、課題が解決する事例も
増えています。
　雇用関係を持たない個人事業主やフ
リーランスという働き方も増えていま
す。経理の知識をしっかり持ち、納税
に備えるべきです。
　また、2016 年の金融広報中央委員
会の調査によると、貯蓄なし世帯が３
割に上ります。貯蓄がないため、冠婚
葬祭や車検などの臨時出費を借入で賄
わざるを得ない相談者も多いです。何
らかの事情で働けなくなった場合には、
社会保障（雇用保険、傷病手当金、高

額療養費など）の活用を提案しますが、
実際にお金が振り込まれるまでには時
間がかかるので、つなぎ資金としての
貸付を利用していただきます。
　年金を補うために体を酷使して働く
高齢者も増えています。将来の年金額
を確認したり、住宅費や教育費などの
ライフイベント支出を計算して、不足
分を貯蓄して老後に備えることは、全
ての家庭において重要だと痛感します。

伴走型セーフティネット貸付

　初回面談では、相談者お一人からお
話を伺うことが多いのですが、家計改
善には家族の協力が欠かせません。収
入を増やす、支出を減らす、あるいは
その両方が必要です。家族で家計表を
共有し、皆で問題解決に当たることが
肝要です。貸付に当たっては、相談員
が完済まで伴走しますが、ご家族にも
「生活伴走人」に就任していただいて
います。
　相談室の貸付は、金利が安く、家計
相談付きで返済計画をしっかりと立て
るので安心です。生活困窮者自立支援
相談窓口からの紹介に加え、ＨＰから
の問い合わせも増えています。資金が
必要な時は、ぜひお早めにご相談くだ
さい。

2015 年４月、千葉市中央区役所隣に開所した「くらしと家計の相談室」
では、家計の診断、借入の法的整理の支援、貸付など、お金の問題に悩む
方々の幅広いサポートを行っています。ぜひお早めにご相談ください。

                       　　 く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

ご相談はどなたでも　秘密厳守　相談無料　まずはお電話を

　　　　　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）　　tel：043-202-1471　千葉市中央区３- ９- ９  エレル千葉中央ビル 304
　　　　　　                                                                                           http://kurashitokakei.jp
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CO2 監査

　地球温暖化によるさまざまな被害、
研究者による悲観的な予測、報道や実
感を通して、地球温暖化＝問題である
という意識が定着してきていますが、
具体的で確実な対応策について論じる
ところまで至っていないのが現状です。
　こうした情勢を受けて生活クラブ
は、グリーンシステムを始めとした３
R（リデュース、リユース、リサイク
ル）推進、無添加追及フィルムの利用
拡大等の活動と、これらの活動を支え
る「業務・物流系」の２つの大きな枠
組みで捉え、CO2 削減による地球温
暖化問題に本格的に取り組む体制を整
え、2005 年、自主基準と具体的な実
行策を取りまとめました。

　11 月 27 日、CO2 削減行動基準を
基に連合会自主監査委員 1 人、環境
委員８人、事務局３人でデポー新松戸
のCO2 監査を行いました。
　今年 2018 年度リニューアルを迎え
るデポー新松戸の現状の環境に対する
負荷と低減の実態を把握し、人や設備
の改善を促すことが目的です。
　事前準備依頼書をもとに監査項目に
関しての説明では、Rびんの回収強化
のための掲示に取り組んでいること、
会議資料は両面印刷、（アルコールボ
トル・液体せっけん等）業務上使用し
ている容器はリユース容器であること
を確認しました。また東日本大震災以
降、蛍光灯の間引きをしていますが、
フロア全体が少し暗いため、必要な照
明はきちんとつけて節電を意識するよ
う確認しました。その他、節水対策と
して蛇口に節水こまを設置したり、

Rびん以外でも紙・段ボール・食品ト
レー・Rびん以外のびんなどのごみの
分別、環境に負荷の少ない間伐材を利
用した割り箸の購入なども確認しまし
た。
　デポーでは大きな面積を占める冷
凍・冷蔵庫には基準項目として省エネ
ルギー効率の高い機器の導入がありま
す。デポー新松戸では、一番古いも
ので 1998 年製の冷蔵庫がありました。
使用にあたっては、冷凍品やプライス
カードで冷気の吹き出し口をふさがな
い、営業時間外はビニールカーテンを
下ろすなどの節電対策をしていました。
　CO2 監査の手順は、自主監査につ
いて学び、CO2 監査事前準備依頼書
を作成、それに対する回答を確認後、
現地監査を実施します。その後監査報
告書の作成・確認、監査回答の確認を
して理事会で報告、連合会へ報告書を
提出します。
　始めは、CO2 監査を難しいものと
感じていましたが、節電や節水を意識
し「行動や生活のありようを見つめ直
し一人ひとりができるところから行動
をおこすことが必要」だということが
分かりました。
　リニューアルに向けていくつかの課
題や改善点が明確になったことで、フ
ロアで働く誰もが意識をして、環境に
優しく、皆が集まるよりよいデポーづ
くりをめざしてほしいと強く思います。
　今後も県内６カ所のセンター、９つ
のデポーの CO2 監査を定期的に実施
しCO2 削減に取り組む予定です。

環境委員　根本江美子

種子法に関する理事研修

　昨年 10 ～ 11 月、組合員の皆さん
に「主要農作物種子法（以降種子法）
廃止に代わる公共品種を守る新しい法
律をつくる」ことを求める署名用紙を
配布したところ、組合員・生産者・生
活クラブ千葉グループなど多くの皆さ
んにご協力いた 5,919 筆（12/27 現
在）が集まりました。ありがとうござ
いました。学習会開催も間に合わず短
期間での署名活動でしたが、これだけ
集まったのは皆さんの不安の表れでは
ないかと推測します。
　理事会としても署名活動は一旦終え
たものの、健康な心と身体をつくり命
の根幹である未来の食料及び日本の農
業に関わることであり、また法律制定
を伴う運動で重要課題ととらえ、署名
の呼びかけ団体
「日本の種

た ね

子を守
る会」の副会長
でもある生活ク
ラブ連合会会長
の加藤好一さん
を講師に学習会
を開催しました。11 月 30 日、虹の
街本部地域交流スペース渚には、理事
のほか、理事会事務局・ブロック事務
局長・消費及び環境委員会担当職員な
ど 37人が参加しました。
　2017 年４月に種子法を廃止する法
律案が突然可決。生活クラブ連合会は
直後に反対声明を出しました。2018
年３月末で廃止という事態がどれだけ
の国民に周知されているでしょうか？
政府の性急なやり方に怒りを感じます。
　2016 年秋、政府・規制改革推進会
議での農業の構造改革として農協改革
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デポー新松戸は、JR 新松戸駅から徒歩 8 分。
住宅街のなかにあります
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議論があり、全農たたきと感じる多く
の報道は記憶にあるかと思います。そ
の一環として農業競争力強化プログラ
ムの農業改革関連８法案が新規・改
正・廃止となり、廃止の１つが種子法
で唐突な提案でした。理由は「民間の
品種開発意欲を阻害している」とのこ
と。主要農産物とは、米・麦・大豆で
あり、日本人の主食です。
　「種子法は、食糧確保を目的に
1952 年に制定され、都道府県が米、
麦、大豆（主要農作物）の優れた特性
を持つ品種を「奨励品種」に指定し種
子生産を義務づけてきました。種子は
最も基礎的な農業資材で、長い間公的
なものとして各県では税金を投入して
農業試験場を維持し、農家生産を支え
てきたのです。公的な支えがなくなる
と遺伝子組み換えでお馴染みのモンサ
ントなど巨大多国籍企業の種子ビジネ
スに大きく影響される恐れがあります。
種子価格の高騰、地域条件等に適合し
た品種の維持開発などの衰退、多様性
や地域性の喪失、長期的には遺伝子組
み換え企業による日本の種子市場の支
配も懸念されます」と加藤さん。
　種子法廃止によりすぐさま変わるわ
けではないかもしれませんが、今後
の食料・農業の行方はどうなるので
しょう。特に米に関しての不安材料は、
2018 年で減反政策の生産調整が終了
し、民間組織で行っていくことです。
　学習会では、公共品種を守る新しい
法律の必要性を参加した一同が強く感
じ、質疑の時間も足らないほどでした。
新しい法律の中身は今後検討されます。
　種子を守ることは食の安全と食料主
権を守ることになります。継続した運
動に多くの組合員の参加が必要です。
時期をみて生産者と共に学習の機会を
つくりたいと考えています。
　おおぜいの皆さんの参加をお待ちし
ています。

理事長　木村庸子
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GM 連続講座②

　12 月８日、茜浜ホールにて遺伝子
組み換え（GM）連続講座第２弾「遺
伝子組み換え（GM）食品ってなぁに？
気づかないうちに遺伝子組み換え食品
を食べているってホント？」と題した
近藤惠津子さんの講演会を消費委員会
が開催。76人が参加しました。

　生活クラブ東京
の副理事長を経
て 現 在 NPO 法
人コミュニティス
クール・まちデザ
イン理事長の近
藤さんは、「現行

の食品表示ルールでは、GM作物その
ものには表示が必要ですが、GMを原
料に使った加工品については、義務表
示品目に定められたもののみの表示と
なります（但し、重量比で原材料全
体の５％以上かつ上位３位のものに
限る）」と説明。その後のクイズでは、
提示された表示を見て、① GMであ
る② GMでない③表示からはわから
ない、の何いずれかに挙手。結果はバ
ラバラで、「解釈がバラバラになるよ
うな表示は、表示として機能していな
い」という近藤さんの言葉に、大いに
納得しました。
　食品表示法は、実際には例外や抜け
穴が多く、わかりにくい表示制度と
なっています。
　加工食品の原料原産地表示について
は、2017 年９月に食品表示基準が一
部改正され、国内で製造または加工さ
れたすべての加工食品の、重量割合上
位１位の原材料が対象となりました。
ここでも注意点があり、対象原材料が
加工品の場合、「製造地」を表示する
ことになります。例えば、「輸入小麦
を日本国内で加工した小麦粉」を原材
料としたスパゲティは、原材料表示に
「小麦粉（国内製造）」と記載されます。
これを見て、国産小麦を使っていると
誤解する人はいないでしょうか？

　輸入原材料の原産国の表示について
は、「又

また

は表示」「大
おおくく

括り表示」などの
例外があるため、「豚肉（国産、アメ
リカ）」「豚肉（アメリカ又はカナダ）」
「豚肉（輸入）」「豚肉（輸入又は国産）」
など、さまざまな表示になり、この違
いを消費者は理解できるでしょうか？
　「わかりやすい表示を求める必要が
ありますが、原材料が多様化した今、
欲しい情報を全て表示するのは難しく
なっているのも事実です。情報公開を
求めると同時に、生産者の考え方や方
向性を見定めて選ぶことが大切です。
また、情報が公開されても、それを理
解して選択できる消費者がいなければ
意味がありません」と近藤さん。中学
校への出前授業による食育にも力を入
れているそうです。
　虹の街理事長の木村庸子さんからは、
NON-GMとうもろこし訪米視察の報
告がありました。とうもろこし栽培
面積の 92％が GMというアメリカで、
NON-GMとうもろこしを栽培してい
る農家や GM食品表示法運動を行う
市民団体、流通経路などが説明されま
した。
　アメリカの生産者と日本の消費者で
ある生活クラブが、NON-GM運動を
連帯してすすめようとしていることが
わかりました。
　会場後方に、
消費委員が調査
した市販品と生
活クラブの消費
材の食品表示を
比較展示しまし
た。消費委員の
説明にたくさん
の方が見入っていました。
　質疑応答やアンケートにも、「複雑
な表示ルールであるということはよく
わかった」という意見が多く、現状を
知り、意識して表示を見ることをはじ
めの 1歩として、周りの人や生産者
に発言し、意識を高めることが大切だ
と思いました。　消費委員　鶴来亜矢乃

GM 連続講座②
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CO2 監査

　地球温暖化によるさまざまな被害、
研究者による悲観的な予測、報道や実
感を通して、地球温暖化＝問題である
という意識が定着してきていますが、
具体的で確実な対応策について論じる
ところまで至っていないのが現状です。
　こうした情勢を受けて生活クラブ
は、グリーンシステムを始めとした３
R（リデュース、リユース、リサイク
ル）推進、無添加追及フィルムの利用
拡大等の活動と、これらの活動を支え
る「業務・物流系」の２つの大きな枠
組みで捉え、CO2 削減による地球温
暖化問題に本格的に取り組む体制を整
え、2005 年、自主基準と具体的な実
行策を取りまとめました。

　11 月 27 日、CO2 削減行動基準を
基に連合会自主監査委員 1 人、環境
委員８人、事務局３人でデポー新松戸
のCO2 監査を行いました。
　今年 2018 年度リニューアルを迎え
るデポー新松戸の現状の環境に対する
負荷と低減の実態を把握し、人や設備
の改善を促すことが目的です。
　事前準備依頼書をもとに監査項目に
関しての説明では、Rびんの回収強化
のための掲示に取り組んでいること、
会議資料は両面印刷、（アルコールボ
トル・液体せっけん等）業務上使用し
ている容器はリユース容器であること
を確認しました。また東日本大震災以
降、蛍光灯の間引きをしていますが、
フロア全体が少し暗いため、必要な照
明はきちんとつけて節電を意識するよ
う確認しました。その他、節水対策と
して蛇口に節水こまを設置したり、

Rびん以外でも紙・段ボール・食品ト
レー・Rびん以外のびんなどのごみの
分別、環境に負荷の少ない間伐材を利
用した割り箸の購入なども確認しまし
た。
　デポーでは大きな面積を占める冷
凍・冷蔵庫には基準項目として省エネ
ルギー効率の高い機器の導入がありま
す。デポー新松戸では、一番古いも
ので 1998 年製の冷蔵庫がありました。
使用にあたっては、冷凍品やプライス
カードで冷気の吹き出し口をふさがな
い、営業時間外はビニールカーテンを
下ろすなどの節電対策をしていました。
　CO2 監査の手順は、自主監査につ
いて学び、CO2 監査事前準備依頼書
を作成、それに対する回答を確認後、
現地監査を実施します。その後監査報
告書の作成・確認、監査回答の確認を
して理事会で報告、連合会へ報告書を
提出します。
　始めは、CO2 監査を難しいものと
感じていましたが、節電や節水を意識
し「行動や生活のありようを見つめ直
し一人ひとりができるところから行動
をおこすことが必要」だということが
分かりました。
　リニューアルに向けていくつかの課
題や改善点が明確になったことで、フ
ロアで働く誰もが意識をして、環境に
優しく、皆が集まるよりよいデポーづ
くりをめざしてほしいと強く思います。
　今後も県内６カ所のセンター、９つ
のデポーの CO2 監査を定期的に実施
しCO2 削減に取り組む予定です。

環境委員　根本江美子

種子法に関する理事研修

　昨年 10 ～ 11 月、組合員の皆さん
に「主要農作物種子法（以降種子法）
廃止に代わる公共品種を守る新しい法
律をつくる」ことを求める署名用紙を
配布したところ、組合員・生産者・生
活クラブ千葉グループなど多くの皆さ
んにご協力いた 5,919 筆（12/27 現
在）が集まりました。ありがとうござ
いました。学習会開催も間に合わず短
期間での署名活動でしたが、これだけ
集まったのは皆さんの不安の表れでは
ないかと推測します。
　理事会としても署名活動は一旦終え
たものの、健康な心と身体をつくり命
の根幹である未来の食料及び日本の農
業に関わることであり、また法律制定
を伴う運動で重要課題ととらえ、署名
の呼びかけ団体
「日本の種

た ね

子を守
る会」の副会長
でもある生活ク
ラブ連合会会長
の加藤好一さん
を講師に学習会
を開催しました。11 月 30 日、虹の
街本部地域交流スペース渚には、理事
のほか、理事会事務局・ブロック事務
局長・消費及び環境委員会担当職員な
ど 37人が参加しました。
　2017 年４月に種子法を廃止する法
律案が突然可決。生活クラブ連合会は
直後に反対声明を出しました。2018
年３月末で廃止という事態がどれだけ
の国民に周知されているでしょうか？
政府の性急なやり方に怒りを感じます。
　2016 年秋、政府・規制改革推進会
議での農業の構造改革として農協改革
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議論があり、全農たたきと感じる多く
の報道は記憶にあるかと思います。そ
の一環として農業競争力強化プログラ
ムの農業改革関連８法案が新規・改
正・廃止となり、廃止の１つが種子法
で唐突な提案でした。理由は「民間の
品種開発意欲を阻害している」とのこ
と。主要農産物とは、米・麦・大豆で
あり、日本人の主食です。
　「種子法は、食糧確保を目的に
1952 年に制定され、都道府県が米、
麦、大豆（主要農作物）の優れた特性
を持つ品種を「奨励品種」に指定し種
子生産を義務づけてきました。種子は
最も基礎的な農業資材で、長い間公的
なものとして各県では税金を投入して
農業試験場を維持し、農家生産を支え
てきたのです。公的な支えがなくなる
と遺伝子組み換えでお馴染みのモンサ
ントなど巨大多国籍企業の種子ビジネ
スに大きく影響される恐れがあります。
種子価格の高騰、地域条件等に適合し
た品種の維持開発などの衰退、多様性
や地域性の喪失、長期的には遺伝子組
み換え企業による日本の種子市場の支
配も懸念されます」と加藤さん。
　種子法廃止によりすぐさま変わるわ
けではないかもしれませんが、今後
の食料・農業の行方はどうなるので
しょう。特に米に関しての不安材料は、
2018 年で減反政策の生産調整が終了
し、民間組織で行っていくことです。
　学習会では、公共品種を守る新しい
法律の必要性を参加した一同が強く感
じ、質疑の時間も足らないほどでした。
新しい法律の中身は今後検討されます。
　種子を守ることは食の安全と食料主
権を守ることになります。継続した運
動に多くの組合員の参加が必要です。
時期をみて生産者と共に学習の機会を
つくりたいと考えています。
　おおぜいの皆さんの参加をお待ちし
ています。

理事長　木村庸子
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GM 連続講座②

　12 月８日、茜浜ホールにて遺伝子
組み換え（GM）連続講座第２弾「遺
伝子組み換え（GM）食品ってなぁに？
気づかないうちに遺伝子組み換え食品
を食べているってホント？」と題した
近藤惠津子さんの講演会を消費委員会
が開催。76人が参加しました。

　生活クラブ東京
の副理事長を経
て 現 在 NPO 法
人コミュニティス
クール・まちデザ
イン理事長の近
藤さんは、「現行

の食品表示ルールでは、GM作物その
ものには表示が必要ですが、GMを原
料に使った加工品については、義務表
示品目に定められたもののみの表示と
なります（但し、重量比で原材料全
体の５％以上かつ上位３位のものに
限る）」と説明。その後のクイズでは、
提示された表示を見て、① GMであ
る② GMでない③表示からはわから
ない、の何いずれかに挙手。結果はバ
ラバラで、「解釈がバラバラになるよ
うな表示は、表示として機能していな
い」という近藤さんの言葉に、大いに
納得しました。
　食品表示法は、実際には例外や抜け
穴が多く、わかりにくい表示制度と
なっています。
　加工食品の原料原産地表示について
は、2017 年９月に食品表示基準が一
部改正され、国内で製造または加工さ
れたすべての加工食品の、重量割合上
位１位の原材料が対象となりました。
ここでも注意点があり、対象原材料が
加工品の場合、「製造地」を表示する
ことになります。例えば、「輸入小麦
を日本国内で加工した小麦粉」を原材
料としたスパゲティは、原材料表示に
「小麦粉（国内製造）」と記載されます。
これを見て、国産小麦を使っていると
誤解する人はいないでしょうか？

　輸入原材料の原産国の表示について
は、「又

また

は表示」「大
おおくく

括り表示」などの
例外があるため、「豚肉（国産、アメ
リカ）」「豚肉（アメリカ又はカナダ）」
「豚肉（輸入）」「豚肉（輸入又は国産）」
など、さまざまな表示になり、この違
いを消費者は理解できるでしょうか？
　「わかりやすい表示を求める必要が
ありますが、原材料が多様化した今、
欲しい情報を全て表示するのは難しく
なっているのも事実です。情報公開を
求めると同時に、生産者の考え方や方
向性を見定めて選ぶことが大切です。
また、情報が公開されても、それを理
解して選択できる消費者がいなければ
意味がありません」と近藤さん。中学
校への出前授業による食育にも力を入
れているそうです。
　虹の街理事長の木村庸子さんからは、
NON-GMとうもろこし訪米視察の報
告がありました。とうもろこし栽培
面積の 92％が GMというアメリカで、
NON-GMとうもろこしを栽培してい
る農家や GM食品表示法運動を行う
市民団体、流通経路などが説明されま
した。
　アメリカの生産者と日本の消費者で
ある生活クラブが、NON-GM運動を
連帯してすすめようとしていることが
わかりました。
　会場後方に、
消費委員が調査
した市販品と生
活クラブの消費
材の食品表示を
比較展示しまし
た。消費委員の
説明にたくさん
の方が見入っていました。
　質疑応答やアンケートにも、「複雑
な表示ルールであるということはよく
わかった」という意見が多く、現状を
知り、意識して表示を見ることをはじ
めの 1歩として、周りの人や生産者
に発言し、意識を高めることが大切だ
と思いました。　消費委員　鶴来亜矢乃
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CO2 監査

　地球温暖化によるさまざまな被害、
研究者による悲観的な予測、報道や実
感を通して、地球温暖化＝問題である
という意識が定着してきていますが、
具体的で確実な対応策について論じる
ところまで至っていないのが現状です。
　こうした情勢を受けて生活クラブ
は、グリーンシステムを始めとした３
R（リデュース、リユース、リサイク
ル）推進、無添加追及フィルムの利用
拡大等の活動と、これらの活動を支え
る「業務・物流系」の２つの大きな枠
組みで捉え、CO2 削減による地球温
暖化問題に本格的に取り組む体制を整
え、2005 年、自主基準と具体的な実
行策を取りまとめました。

　11 月 27 日、CO2 削減行動基準を
基に連合会自主監査委員 1 人、環境
委員８人、事務局３人でデポー新松戸
のCO2 監査を行いました。
　今年 2018 年度リニューアルを迎え
るデポー新松戸の現状の環境に対する
負荷と低減の実態を把握し、人や設備
の改善を促すことが目的です。
　事前準備依頼書をもとに監査項目に
関しての説明では、Rびんの回収強化
のための掲示に取り組んでいること、
会議資料は両面印刷、（アルコールボ
トル・液体せっけん等）業務上使用し
ている容器はリユース容器であること
を確認しました。また東日本大震災以
降、蛍光灯の間引きをしていますが、
フロア全体が少し暗いため、必要な照
明はきちんとつけて節電を意識するよ
う確認しました。その他、節水対策と
して蛇口に節水こまを設置したり、

Rびん以外でも紙・段ボール・食品ト
レー・Rびん以外のびんなどのごみの
分別、環境に負荷の少ない間伐材を利
用した割り箸の購入なども確認しまし
た。
　デポーでは大きな面積を占める冷
凍・冷蔵庫には基準項目として省エネ
ルギー効率の高い機器の導入がありま
す。デポー新松戸では、一番古いも
ので 1998 年製の冷蔵庫がありました。
使用にあたっては、冷凍品やプライス
カードで冷気の吹き出し口をふさがな
い、営業時間外はビニールカーテンを
下ろすなどの節電対策をしていました。
　CO2 監査の手順は、自主監査につ
いて学び、CO2 監査事前準備依頼書
を作成、それに対する回答を確認後、
現地監査を実施します。その後監査報
告書の作成・確認、監査回答の確認を
して理事会で報告、連合会へ報告書を
提出します。
　始めは、CO2 監査を難しいものと
感じていましたが、節電や節水を意識
し「行動や生活のありようを見つめ直
し一人ひとりができるところから行動
をおこすことが必要」だということが
分かりました。
　リニューアルに向けていくつかの課
題や改善点が明確になったことで、フ
ロアで働く誰もが意識をして、環境に
優しく、皆が集まるよりよいデポーづ
くりをめざしてほしいと強く思います。
　今後も県内６カ所のセンター、９つ
のデポーの CO2 監査を定期的に実施
しCO2 削減に取り組む予定です。

環境委員　根本江美子

種子法に関する理事研修

　昨年 10 ～ 11 月、組合員の皆さん
に「主要農作物種子法（以降種子法）
廃止に代わる公共品種を守る新しい法
律をつくる」ことを求める署名用紙を
配布したところ、組合員・生産者・生
活クラブ千葉グループなど多くの皆さ
んにご協力いた 5,919 筆（12/27 現
在）が集まりました。ありがとうござ
いました。学習会開催も間に合わず短
期間での署名活動でしたが、これだけ
集まったのは皆さんの不安の表れでは
ないかと推測します。
　理事会としても署名活動は一旦終え
たものの、健康な心と身体をつくり命
の根幹である未来の食料及び日本の農
業に関わることであり、また法律制定
を伴う運動で重要課題ととらえ、署名
の呼びかけ団体
「日本の種

た ね

子を守
る会」の副会長
でもある生活ク
ラブ連合会会長
の加藤好一さん
を講師に学習会
を開催しました。11 月 30 日、虹の
街本部地域交流スペース渚には、理事
のほか、理事会事務局・ブロック事務
局長・消費及び環境委員会担当職員な
ど 37人が参加しました。
　2017 年４月に種子法を廃止する法
律案が突然可決。生活クラブ連合会は
直後に反対声明を出しました。2018
年３月末で廃止という事態がどれだけ
の国民に周知されているでしょうか？
政府の性急なやり方に怒りを感じます。
　2016 年秋、政府・規制改革推進会
議での農業の構造改革として農協改革
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住宅街のなかにあります
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議論があり、全農たたきと感じる多く
の報道は記憶にあるかと思います。そ
の一環として農業競争力強化プログラ
ムの農業改革関連８法案が新規・改
正・廃止となり、廃止の１つが種子法
で唐突な提案でした。理由は「民間の
品種開発意欲を阻害している」とのこ
と。主要農産物とは、米・麦・大豆で
あり、日本人の主食です。
　「種子法は、食糧確保を目的に
1952 年に制定され、都道府県が米、
麦、大豆（主要農作物）の優れた特性
を持つ品種を「奨励品種」に指定し種
子生産を義務づけてきました。種子は
最も基礎的な農業資材で、長い間公的
なものとして各県では税金を投入して
農業試験場を維持し、農家生産を支え
てきたのです。公的な支えがなくなる
と遺伝子組み換えでお馴染みのモンサ
ントなど巨大多国籍企業の種子ビジネ
スに大きく影響される恐れがあります。
種子価格の高騰、地域条件等に適合し
た品種の維持開発などの衰退、多様性
や地域性の喪失、長期的には遺伝子組
み換え企業による日本の種子市場の支
配も懸念されます」と加藤さん。
　種子法廃止によりすぐさま変わるわ
けではないかもしれませんが、今後
の食料・農業の行方はどうなるので
しょう。特に米に関しての不安材料は、
2018 年で減反政策の生産調整が終了
し、民間組織で行っていくことです。
　学習会では、公共品種を守る新しい
法律の必要性を参加した一同が強く感
じ、質疑の時間も足らないほどでした。
新しい法律の中身は今後検討されます。
　種子を守ることは食の安全と食料主
権を守ることになります。継続した運
動に多くの組合員の参加が必要です。
時期をみて生産者と共に学習の機会を
つくりたいと考えています。
　おおぜいの皆さんの参加をお待ちし
ています。

理事長　木村庸子
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　12 月８日、茜浜ホールにて遺伝子
組み換え（GM）連続講座第２弾「遺
伝子組み換え（GM）食品ってなぁに？
気づかないうちに遺伝子組み換え食品
を食べているってホント？」と題した
近藤惠津子さんの講演会を消費委員会
が開催。76人が参加しました。

　生活クラブ東京
の副理事長を経
て 現 在 NPO 法
人コミュニティス
クール・まちデザ
イン理事長の近
藤さんは、「現行

の食品表示ルールでは、GM作物その
ものには表示が必要ですが、GMを原
料に使った加工品については、義務表
示品目に定められたもののみの表示と
なります（但し、重量比で原材料全
体の５％以上かつ上位３位のものに
限る）」と説明。その後のクイズでは、
提示された表示を見て、① GMであ
る② GMでない③表示からはわから
ない、の何いずれかに挙手。結果はバ
ラバラで、「解釈がバラバラになるよ
うな表示は、表示として機能していな
い」という近藤さんの言葉に、大いに
納得しました。
　食品表示法は、実際には例外や抜け
穴が多く、わかりにくい表示制度と
なっています。
　加工食品の原料原産地表示について
は、2017 年９月に食品表示基準が一
部改正され、国内で製造または加工さ
れたすべての加工食品の、重量割合上
位１位の原材料が対象となりました。
ここでも注意点があり、対象原材料が
加工品の場合、「製造地」を表示する
ことになります。例えば、「輸入小麦
を日本国内で加工した小麦粉」を原材
料としたスパゲティは、原材料表示に
「小麦粉（国内製造）」と記載されます。
これを見て、国産小麦を使っていると
誤解する人はいないでしょうか？

　輸入原材料の原産国の表示について
は、「又

また

は表示」「大
おおくく

括り表示」などの
例外があるため、「豚肉（国産、アメ
リカ）」「豚肉（アメリカ又はカナダ）」
「豚肉（輸入）」「豚肉（輸入又は国産）」
など、さまざまな表示になり、この違
いを消費者は理解できるでしょうか？
　「わかりやすい表示を求める必要が
ありますが、原材料が多様化した今、
欲しい情報を全て表示するのは難しく
なっているのも事実です。情報公開を
求めると同時に、生産者の考え方や方
向性を見定めて選ぶことが大切です。
また、情報が公開されても、それを理
解して選択できる消費者がいなければ
意味がありません」と近藤さん。中学
校への出前授業による食育にも力を入
れているそうです。
　虹の街理事長の木村庸子さんからは、
NON-GMとうもろこし訪米視察の報
告がありました。とうもろこし栽培
面積の 92％が GMというアメリカで、
NON-GMとうもろこしを栽培してい
る農家や GM食品表示法運動を行う
市民団体、流通経路などが説明されま
した。
　アメリカの生産者と日本の消費者で
ある生活クラブが、NON-GM運動を
連帯してすすめようとしていることが
わかりました。
　会場後方に、
消費委員が調査
した市販品と生
活クラブの消費
材の食品表示を
比較展示しまし
た。消費委員の
説明にたくさん
の方が見入っていました。
　質疑応答やアンケートにも、「複雑
な表示ルールであるということはよく
わかった」という意見が多く、現状を
知り、意識して表示を見ることをはじ
めの 1歩として、周りの人や生産者
に発言し、意識を高めることが大切だ
と思いました。　消費委員　鶴来亜矢乃
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　コミュニケーションひろば講師で管
理栄養士、アレルギーアドバイザーで
もある鈴木倫子さんによる①なぜ？ア
レルギーになるのか？②腸内環境を整
えよう③摂りたい油脂・減らしたい油
脂、というテーマで 10月から船橋市
の塚田公民館で３回連続講座を開催し
ました。
　きっかけは、息子（当時４カ月）が
アレルギー性皮膚炎を発症し悩んでい
たところ、鈴木さんからのアドバイス
で皮膚トラブルが改善し、同様に悩ん

でいる方たちに少しでも学べる場があ
ればと思ったからです。
　免疫・腸内環境・代謝・脂肪酸の話
Etc…生化学などの難しい話。ママた
ちの本気の学びの場！となりました。
　当日は簡単な料理会も開催し、大好
評でした。なかでも12月は年末のパー
ティーにもおススメの、「ひじきとれ
んこんのピラフ・豚肉とごぼうのトマ
ト煮込み・甘酒といちごのプリン」を
調理し、皆で食べました。
　学習会には、大半の方が連続で参加

したので
互いの悩
みや質問
なども飛
び交い、
交流も深
まりいい
雰囲気でした。
　また来年度も企画したいと思ってい
ます。もちろん他ブロックからのご参
加も大歓迎です♬

運営委員　小川安由美
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　12 月 13 日、デポーおおたかの森
の地域交流スペースこだちで、千葉で
は初となる新おしゃべりキッチンを開
催しました。
　記念すべき第 1 回のテーマは「あ
ぶらファミリー」。ごま油の（有）小
野田製油所さん、オリーブオイルの
（株）ヴィボンさん、鉄のフライパン
の酒井産業（株）さんを招き、28 人
が参加するにぎやかな会でした。
　３生産者の持ち時間はそれぞれ 30
分。いつもは１時間かけて話す内容を

どう縮めるか、交流会に慣れている生
産者さんも苦戦されていましたが、さ
すが、面白い内容でした。
　今回、酒井産業さんが紹介したフラ
イパン「極」。興味はあるものの使い
にくそう…と尻ごみされがちな鉄のフ
ライパンの普段なかなか見られない実
演を見ることができ、他の素材との違
いを聞けたのが収穫でした。手入れの
し易い一生物としておススメです！
　今回のメインテーマの油はもちろん、
ヴィボンさんの（高額）バルサミコ酢

が好評でデポーでまさかの売り切れと
なり、実際に生産者に会って知ること
の大切さを再認識しました。おいしい、
楽しい会となりました。

運営委員　松縄由紀

　12月５日、センター松戸で食のフォー
ラムが「ローストチキンでクリスマス
パーティ☆」を開催。加入して間もな
い方も含め 14人が参加しました。
　まずは、解凍し水気をふき取った鶏
肉丸どりの足を縛って、真塩と国産ブ
レンドなたね油を塗り、熱したオーブ
ンへ。参加者からは、「えっ？これだ
け？」。あとはオーブンにお任せです。
　待ち時間にカナッペとデザートをつ
くりました。カナッペ用のモッツァレ
ラチーズはノンホモ牛乳から手作りし

ました。みんなで代わる代わる混ぜて
コネてみて、あっという間にチーズの
できあがり！冷やしているうちに次は
デザートのフルーツトライフル。カッ
プに米粉でつくったふわふわのスポン
ジケーキを入れ、水切りしたプレーン
ヨーグルトとホイップした生クリーム
を合わせたものとカットしたフルーツ
を盛り付けました。モッツァレラチー
ズをカットして、国産六穀クラッカー、
トマトにトッピングして、カナッペの
できあがり。数個のトマトがドッカ～

ンと鎮座した「まるごとトマトライス」
も炊け、こんがりいいにおいと共にチ
キンも焼きあがりました。
　ランチタイムではあちこちから「お
いしい！」「ジューシー！」の声が！
味付けは真塩だけなのに、お肉の旨み
たっぷり！丹精國鶏のおいしさを堪能
しました。　　　運営委員　山田るりか

丹精國鶏でローストチキン
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　ひまわりプロジェクトをご存知で
すか？　福島県にある NPO 法人シャ
ロームが、障がい者と農家の方々が協
力しながら長年、共に生きる温かい街
づくりをめざしてひまわりを栽培・収
穫し、ひまわり油を製品化する活動に
取り組んでいました。しかし 2011 年
東日本大震災によって断念せざるを得
なくなった時、県外の支援者との交流
のなかで、「種を送ってください。私
たちがひまわりを栽培し、ひまわり油
の原料としての種を送り返しましょ

う」という提案からひまわりプロジェ
クトが始まりました。
　佐倉ブロックは、これに参加して４
年目になります。２月にブロック機関
紙で参加者を募集し、４～５月に参加
組合員に種を送り、夏から秋に花を楽
しんでもらった後、実った種をセン
ターに送ってもらいます。種と一緒に
メッセージをくださる参加者もたくさ
んいます。「参加して３回目で初めて
種が採れてうれしい」「グループで参
加して収穫が早めだったため収穫量が

減ってし
まったけれど、少しでもお
役に立てればうれしい」「種が収穫で
きなくて残念だった」。皆さん少しで
も何か協力できればという思いです。
　今年度の参加者は約 80 人。シャ
ロームに送った種の重量は、3,074 ｇ
でした！ありがとうございました！
この活動をたくさんの方々に知って
もらい、ひまわりを通じた福島の復
興支援を続けていきたいと思います。 
　　　　　                    理事　根本江美子

コルザ 2018 年 ２月号 No.391（9）

ブロック活動ファイル

　12 月５日、デポー真砂地域交流ス
ペース渚にて、コミュニティ Xmas
会を開催しました。
　毎年恒例の千葉ブロックの企画で、
当日は 50 人を越える参加があり、会
場は開始前から大にぎわいでした！
　コミュニティ紹介の後、テーブルご
とに自己紹介を行い、参加者同士交流
を深めました。ブロックのアピール時
間には、エビの食べ比べ、牛肉、ごま
ドレッシングの紹介を行いました。
　ランチのメニューはハッシュドビー

フ＆ Xmas デザート！ おいしいご
飯を食べながら、おしゃべりも尽き
ないようでした。
　食事の後は、お楽しみビンゴ大会
です！ みんな数字を読み上げるたび
に大興奮。景品はブロックおススメの
消費材やコミュニティの作品など、素
敵なものばかり！ 先にビンゴになっ
た人から好きなものを選びます。１
番にビンゴになった方が選んだのは
牛肉 !! それぞれお気に入りの景品を
手に、大喜び。終始にぎやかな Xmas

会で、終了後のコミュニティ作品販
売会も大盛況でした。
　今回もコミュニティの皆さんと共
に、スタッフもとても楽しい時間を
過ごすことができました！来年もが
んばって盛り上げちゃいます！

運営委員　本郷由美子

千葉ブロック コミュニティのXmas 会

　12 月７日、匝瑳市のタイヘイ（株）
の醤油工場を、食のフォーラムメン
バーと市原ブロック運営委員会メン
バー８人で見学しました。
　工場長の伊橋弘二さんと川田大平さ
んから、生活クラブの醤油の歴史や原
料、製造工程などの説明を聞きました。
薬品で油を抽出した後の脱脂加工大豆
ではなく、丸大豆を使用していること、
輸入大豆 100％の原料を今は国産大
豆 30％にまで替えてきたこと、輸入
の食塩を国産にすると価格が５倍にな

ること、醤油の搾りかすは
100％家畜の餌や堆肥とし
てリサイクルできていることなど、で
きるだけ国産のものを使い、遺伝子組
み換えや環境ホルモン対策をして生活
クラブの醤油はつくられていました。
　蔵のなかに巨大な杉の木桶がたくさ
ん並んでいるのは圧巻でした。木桶の
なかで発酵しているようすも見学しま
した。じっくり１年かけ静かに熟成さ
れ、丸大豆醤油になります。
　製造ラインでは、900ml のびんが

洗浄され
醤油が充填され、次々にケースに詰め
られていきます。
　実際に見ることで、学び・感動する
ことがたくさんありました。この報告
をブロック機関紙で伝えると共に、参
加した皆が伝えていけるのも楽しみで
す。回収率が下がっている R びんの
ことも一緒に伝えようと思います。　
　　　                 運営委員長　松田あすか
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　コミュニケーションひろば講師で管
理栄養士、アレルギーアドバイザーで
もある鈴木倫子さんによる①なぜ？ア
レルギーになるのか？②腸内環境を整
えよう③摂りたい油脂・減らしたい油
脂、というテーマで 10月から船橋市
の塚田公民館で３回連続講座を開催し
ました。
　きっかけは、息子（当時４カ月）が
アレルギー性皮膚炎を発症し悩んでい
たところ、鈴木さんからのアドバイス
で皮膚トラブルが改善し、同様に悩ん

でいる方たちに少しでも学べる場があ
ればと思ったからです。
　免疫・腸内環境・代謝・脂肪酸の話
Etc…生化学などの難しい話。ママた
ちの本気の学びの場！となりました。
　当日は簡単な料理会も開催し、大好
評でした。なかでも12月は年末のパー
ティーにもおススメの、「ひじきとれ
んこんのピラフ・豚肉とごぼうのトマ
ト煮込み・甘酒といちごのプリン」を
調理し、皆で食べました。
　学習会には、大半の方が連続で参加

したので
互いの悩
みや質問
なども飛
び交い、
交流も深
まりいい
雰囲気でした。
　また来年度も企画したいと思ってい
ます。もちろん他ブロックからのご参
加も大歓迎です♬

運営委員　小川安由美

（8）コルザ 2018 年２月号 No.391

ブロック活動ファイル

　12 月 13 日、デポーおおたかの森
の地域交流スペースこだちで、千葉で
は初となる新おしゃべりキッチンを開
催しました。
　記念すべき第 1 回のテーマは「あ
ぶらファミリー」。ごま油の（有）小
野田製油所さん、オリーブオイルの
（株）ヴィボンさん、鉄のフライパン
の酒井産業（株）さんを招き、28 人
が参加するにぎやかな会でした。
　３生産者の持ち時間はそれぞれ 30
分。いつもは１時間かけて話す内容を

どう縮めるか、交流会に慣れている生
産者さんも苦戦されていましたが、さ
すが、面白い内容でした。
　今回、酒井産業さんが紹介したフラ
イパン「極」。興味はあるものの使い
にくそう…と尻ごみされがちな鉄のフ
ライパンの普段なかなか見られない実
演を見ることができ、他の素材との違
いを聞けたのが収穫でした。手入れの
し易い一生物としておススメです！
　今回のメインテーマの油はもちろん、
ヴィボンさんの（高額）バルサミコ酢

が好評でデポーでまさかの売り切れと
なり、実際に生産者に会って知ること
の大切さを再認識しました。おいしい、
楽しい会となりました。

運営委員　松縄由紀

　12月５日、センター松戸で食のフォー
ラムが「ローストチキンでクリスマス
パーティ☆」を開催。加入して間もな
い方も含め 14人が参加しました。
　まずは、解凍し水気をふき取った鶏
肉丸どりの足を縛って、真塩と国産ブ
レンドなたね油を塗り、熱したオーブ
ンへ。参加者からは、「えっ？これだ
け？」。あとはオーブンにお任せです。
　待ち時間にカナッペとデザートをつ
くりました。カナッペ用のモッツァレ
ラチーズはノンホモ牛乳から手作りし

ました。みんなで代わる代わる混ぜて
コネてみて、あっという間にチーズの
できあがり！冷やしているうちに次は
デザートのフルーツトライフル。カッ
プに米粉でつくったふわふわのスポン
ジケーキを入れ、水切りしたプレーン
ヨーグルトとホイップした生クリーム
を合わせたものとカットしたフルーツ
を盛り付けました。モッツァレラチー
ズをカットして、国産六穀クラッカー、
トマトにトッピングして、カナッペの
できあがり。数個のトマトがドッカ～

ンと鎮座した「まるごとトマトライス」
も炊け、こんがりいいにおいと共にチ
キンも焼きあがりました。
　ランチタイムではあちこちから「お
いしい！」「ジューシー！」の声が！
味付けは真塩だけなのに、お肉の旨み
たっぷり！丹精國鶏のおいしさを堪能
しました。　　　運営委員　山田るりか

丹精國鶏でローストチキン

連続講座・アレルギー学習会
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＊ QR コードで各ブロックの Facebook へ！

おしゃべりキッチン

ほぐして
サラダにも→
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　ひまわりプロジェクトをご存知で
すか？　福島県にある NPO 法人シャ
ロームが、障がい者と農家の方々が協
力しながら長年、共に生きる温かい街
づくりをめざしてひまわりを栽培・収
穫し、ひまわり油を製品化する活動に
取り組んでいました。しかし 2011 年
東日本大震災によって断念せざるを得
なくなった時、県外の支援者との交流
のなかで、「種を送ってください。私
たちがひまわりを栽培し、ひまわり油
の原料としての種を送り返しましょ

う」という提案からひまわりプロジェ
クトが始まりました。
　佐倉ブロックは、これに参加して４
年目になります。２月にブロック機関
紙で参加者を募集し、４～５月に参加
組合員に種を送り、夏から秋に花を楽
しんでもらった後、実った種をセン
ターに送ってもらいます。種と一緒に
メッセージをくださる参加者もたくさ
んいます。「参加して３回目で初めて
種が採れてうれしい」「グループで参
加して収穫が早めだったため収穫量が

減ってし
まったけれど、少しでもお
役に立てればうれしい」「種が収穫で
きなくて残念だった」。皆さん少しで
も何か協力できればという思いです。
　今年度の参加者は約 80 人。シャ
ロームに送った種の重量は、3,074 ｇ
でした！ありがとうございました！
この活動をたくさんの方々に知って
もらい、ひまわりを通じた福島の復
興支援を続けていきたいと思います。 
　　　　　                    理事　根本江美子

コルザ 2018 年 ２月号 No.391（9）

ブロック活動ファイル

　12 月５日、デポー真砂地域交流ス
ペース渚にて、コミュニティ Xmas
会を開催しました。
　毎年恒例の千葉ブロックの企画で、
当日は 50 人を越える参加があり、会
場は開始前から大にぎわいでした！
　コミュニティ紹介の後、テーブルご
とに自己紹介を行い、参加者同士交流
を深めました。ブロックのアピール時
間には、エビの食べ比べ、牛肉、ごま
ドレッシングの紹介を行いました。
　ランチのメニューはハッシュドビー

フ＆ Xmas デザート！ おいしいご
飯を食べながら、おしゃべりも尽き
ないようでした。
　食事の後は、お楽しみビンゴ大会
です！ みんな数字を読み上げるたび
に大興奮。景品はブロックおススメの
消費材やコミュニティの作品など、素
敵なものばかり！ 先にビンゴになっ
た人から好きなものを選びます。１
番にビンゴになった方が選んだのは
牛肉 !! それぞれお気に入りの景品を
手に、大喜び。終始にぎやかな Xmas

会で、終了後のコミュニティ作品販
売会も大盛況でした。
　今回もコミュニティの皆さんと共
に、スタッフもとても楽しい時間を
過ごすことができました！来年もが
んばって盛り上げちゃいます！

運営委員　本郷由美子

千葉ブロック コミュニティのXmas 会

　12 月７日、匝瑳市のタイヘイ（株）
の醤油工場を、食のフォーラムメン
バーと市原ブロック運営委員会メン
バー８人で見学しました。
　工場長の伊橋弘二さんと川田大平さ
んから、生活クラブの醤油の歴史や原
料、製造工程などの説明を聞きました。
薬品で油を抽出した後の脱脂加工大豆
ではなく、丸大豆を使用していること、
輸入大豆 100％の原料を今は国産大
豆 30％にまで替えてきたこと、輸入
の食塩を国産にすると価格が５倍にな

ること、醤油の搾りかすは
100％家畜の餌や堆肥とし
てリサイクルできていることなど、で
きるだけ国産のものを使い、遺伝子組
み換えや環境ホルモン対策をして生活
クラブの醤油はつくられていました。
　蔵のなかに巨大な杉の木桶がたくさ
ん並んでいるのは圧巻でした。木桶の
なかで発酵しているようすも見学しま
した。じっくり１年かけ静かに熟成さ
れ、丸大豆醤油になります。
　製造ラインでは、900ml のびんが

洗浄され
醤油が充填され、次々にケースに詰め
られていきます。
　実際に見ることで、学び・感動する
ことがたくさんありました。この報告
をブロック機関紙で伝えると共に、参
加した皆が伝えていけるのも楽しみで
す。回収率が下がっている R びんの
ことも一緒に伝えようと思います。　
　　　                 運営委員長　松田あすか

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

ひまわりプロジェクト

タイヘイ醤油工場見学
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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://kazenomura.jp/　　
      e-mail: info@kazenomura.jp 

　私たち生活クラブ風の村は、「生活クラブ生協」を
母体とする社会福祉法人です。互助の精神を大切にす
る生協の特長と、サステイナブル（持続可能）な社会
をめざす生活クラブの特長を福祉に活かし、誰もがあ
りのままにその人らしく地域で暮らすことができるよ
うなコミュニティづくりへ貢献しています。
　「赤ちゃんから看取りまで」全てのライフステージ
で困っている方を支援できる体制をめざし、高齢者介
護事業を中心に医療、障がい児者支援、保育園・児童

養護施設・乳児院などの運営、相談事業など、約 20
分野で 1700 人以上の仲間と共に 80 以上の事業所を
運営しています。
　私たち生活クラブ風の村では、毎年新卒採用を行っ
ており、これから 2019 年卒の新卒採用が始まります。
2 月からインターンシップ、3 月から施設見学会・法
人説明会を実施します。
　興味がある、施設を見てみたい、話を聞いてみたい、
と思った就活予定の学生さんはぜひご一報ください。

※生活クラブ風の村では、障がい者雇用も積極的に行っています。

2019 年卒　新卒採用がスタートします！

職　種 仕　事　内　容

①介護職コース デイサービス・サ高住・特養等における介護、訪問介護
②相談職コース 生活困窮者自立支援、総合相談等の相談業務
③保育士コース 保育園における保育業務（八街市、佐倉市、流山市）
④養育支援員コース 児童養護施設、乳児院における養育支援（君津市）
⑤障がい児者支援コース 障がい児者の日中活動支援、（生活介護、就労継続支援Ａ型）
⑥福祉用具営業職コース 福祉用具のエリア営業（千葉市）
⑦本部事務職コース 総務、人事、経理等の事務（佐倉市）

 ②相談職コース
　　社会福祉士
　　精神保健福祉士

22 歳以上 20 歳以上 18 歳以上
195,000 円 － －

 別途　資格手当（社会福祉士、精神保健福祉士）20,000 円 / 月
 ①③④⑤⑥⑦コース
　介護福祉士、保育士、
　児童指導員、資格ない方

22 歳以上 20 歳以上 18 歳以上
190,000 円 185,200 円 180,400 円

 別途　資格手当（介護福祉士、保育士、児童指導員）15,000 円 / 月
その他  夜勤手当 5,000 円 /1 回、住居手当（賃貸世帯主）最大 20,000 円 /月、賞与あり

tel：043-460-8333　　　
e-mail：recruit@kazenomura.jp
http://kazenomura.jp/recruit/　 
住所：千葉県佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル 4 Ｆ
生活クラブ風の村　人事課採用担当（仙田・黒田）

選べるコース（職種）

選べるコース（待遇）

全ての問合せ先

採用サイト

1802⑩⑪ちばＧ　2.indd   3 2018/01/18   13:21:41

　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

UWN ちば

 

♪今後は、イベントやお出かけ、お片付けを
お手伝いする新メニューも開始していきます。

コルザ 2019 年 ２月号 No.391（11）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

浦安市で開催！ひきこもり市民講座

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

千葉市委託事業こどもカフェ「３rd プレイス　虹」

認定

毎週火曜日・木曜日の午後…学
校から帰ってランドセルを置いてきた子どもた
ちが、いなげビレッジ虹と風の2階に集まって
きます。ここでは2011年から千葉市の委託を
受けて「学校でも家庭でもない第３のこどもの
居場所」こどもカフェ ３rd プレイス虹を開所
しています。こどもが信頼する大人に見守られ
ながら、学年に関係なくそこにいるお友だちと
遊んだり、宿題をやったり、本を読んだり…思
い思いに過ごします。もちろん、ひとりで来て
も大丈夫！そんな居場所です。

会　場　浦安市民プラザ Wave 101（イオン新浦安店４階 / 千葉県浦安市入船 1-4-1）
　　　　   JR 京葉線・武蔵野線　新浦安駅　下車（快速停車駅です） 
      　　    ※市民プラザ専用駐車場はございません。有料でイオン新浦安店地下駐車場をご利用くだ
　　　　　     さい。市民プラザでは、駐車サービス券の発行及び取り扱いは行っておりません。 

参加費　無料
対　象　関心のある方ならどなたでも！
申し込み　電話または fax で（氏名・電話番号・人数）をお知らせください。
  千葉市ひきこもり地域支援センター　tel： 043-204-1606   fax： 043-204-1607

　ひきこもりの理解と支援
～ひきこもりからの生きなおし～

　今、ひきこもりに関するニュースは、
「何かのきっかけで誰にでも起きうる事象
云々、ひきこもりの高齢化」など社会での
関心が一層高まっています。
　浦安市では、私たちユニバーサル就労
ネットワークちばが、週 2回（火・木曜）
ひきこもり相談支援事業を実施していま
す。この事業を市民の皆さまに知っていた
だき、ひきこもりに対する正しい理解を地
域で広げ、ご本人や家族が安心して暮ら
し、相談できる地域づくりをめざしていま
す。
　講師は、前回（松戸市開催）同様横浜か
ら岡本圭太さんをお招きます。浦安市外の
方を含めて組合員の皆さまにご案内させ
ていただきます。
　ひきこもり支援に関心のある方、身近に
ひきこもりの方がいる方、ご本人など多く
の方にお越しいただければ嬉しいです。
　皆さまのご参加をお待ちしています。

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。

開所時間
　4 ～ 9 月  15：30 ～ 18：30
                     （夏休みは別時間）
　10 ～ 3 月 15：00 ～ 18：00
対象 : 小学生～高校生

　　学校でも家でもない、ここは君がゆっくり好きな時間を過ごす場所

♪中高生の参加がもっと   増えるといいな、   　　と思っています。　学生ボランティアとし　ての参加もできます。　時間のある時にぜひ  立ち寄ってみてください！♪地域のボランティア    　　 の方も歓迎です。

◆開所時間は毎月 HP でお知らせしています→ http://www.vaic-cci.jp/kosodate/cafe

岡本圭太さん：元
当事 者として、就
労支援施設の職員
として、全国で自
らの経験を話す。

2月 28日（水）
13：30～ 15：30（受付 13：00～）
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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://kazenomura.jp/　　
      e-mail: info@kazenomura.jp 

　私たち生活クラブ風の村は、「生活クラブ生協」を
母体とする社会福祉法人です。互助の精神を大切にす
る生協の特長と、サステイナブル（持続可能）な社会
をめざす生活クラブの特長を福祉に活かし、誰もがあ
りのままにその人らしく地域で暮らすことができるよ
うなコミュニティづくりへ貢献しています。
　「赤ちゃんから看取りまで」全てのライフステージ
で困っている方を支援できる体制をめざし、高齢者介
護事業を中心に医療、障がい児者支援、保育園・児童

養護施設・乳児院などの運営、相談事業など、約 20
分野で 1700 人以上の仲間と共に 80 以上の事業所を
運営しています。
　私たち生活クラブ風の村では、毎年新卒採用を行っ
ており、これから 2019 年卒の新卒採用が始まります。
2 月からインターンシップ、3 月から施設見学会・法
人説明会を実施します。
　興味がある、施設を見てみたい、話を聞いてみたい、
と思った就活予定の学生さんはぜひご一報ください。

※生活クラブ風の村では、障がい者雇用も積極的に行っています。

2019 年卒　新卒採用がスタートします！

職　種 仕　事　内　容

①介護職コース デイサービス・サ高住・特養等における介護、訪問介護
②相談職コース 生活困窮者自立支援、総合相談等の相談業務
③保育士コース 保育園における保育業務（八街市、佐倉市、流山市）
④養育支援員コース 児童養護施設、乳児院における養育支援（君津市）
⑤障がい児者支援コース 障がい児者の日中活動支援、（生活介護、就労継続支援Ａ型）
⑥福祉用具営業職コース 福祉用具のエリア営業（千葉市）
⑦本部事務職コース 総務、人事、経理等の事務（佐倉市）

 ②相談職コース
　　社会福祉士
　　精神保健福祉士

22 歳以上 20 歳以上 18 歳以上
195,000 円 － －

 別途　資格手当（社会福祉士、精神保健福祉士）20,000 円 / 月
 ①③④⑤⑥⑦コース
　介護福祉士、保育士、
　児童指導員、資格ない方

22 歳以上 20 歳以上 18 歳以上
190,000 円 185,200 円 180,400 円

 別途　資格手当（介護福祉士、保育士、児童指導員）15,000 円 / 月
その他  夜勤手当 5,000 円 /1 回、住居手当（賃貸世帯主）最大 20,000 円 /月、賞与あり

tel：043-460-8333　　　
e-mail：recruit@kazenomura.jp
http://kazenomura.jp/recruit/　 
住所：千葉県佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル 4 Ｆ
生活クラブ風の村　人事課採用担当（仙田・黒田）

選べるコース（職種）

選べるコース（待遇）

全ての問合せ先

採用サイト
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　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
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♪今後は、イベントやお出かけ、お片付けを
お手伝いする新メニューも開始していきます。
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生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

浦安市で開催！ひきこもり市民講座

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

千葉市委託事業こどもカフェ「３rd プレイス　虹」

認定

毎週火曜日・木曜日の午後…学
校から帰ってランドセルを置いてきた子どもた
ちが、いなげビレッジ虹と風の2階に集まって
きます。ここでは2011年から千葉市の委託を
受けて「学校でも家庭でもない第３のこどもの
居場所」こどもカフェ ３rd プレイス虹を開所
しています。こどもが信頼する大人に見守られ
ながら、学年に関係なくそこにいるお友だちと
遊んだり、宿題をやったり、本を読んだり…思
い思いに過ごします。もちろん、ひとりで来て
も大丈夫！そんな居場所です。

会　場　浦安市民プラザ Wave 101（イオン新浦安店４階 / 千葉県浦安市入船 1-4-1）
　　　　   JR 京葉線・武蔵野線　新浦安駅　下車（快速停車駅です） 
      　　    ※市民プラザ専用駐車場はございません。有料でイオン新浦安店地下駐車場をご利用くだ
　　　　　     さい。市民プラザでは、駐車サービス券の発行及び取り扱いは行っておりません。 

参加費　無料
対　象　関心のある方ならどなたでも！
申し込み　電話または fax で（氏名・電話番号・人数）をお知らせください。
  千葉市ひきこもり地域支援センター　tel： 043-204-1606   fax： 043-204-1607

　ひきこもりの理解と支援
～ひきこもりからの生きなおし～

　今、ひきこもりに関するニュースは、
「何かのきっかけで誰にでも起きうる事象
云々、ひきこもりの高齢化」など社会での
関心が一層高まっています。
　浦安市では、私たちユニバーサル就労
ネットワークちばが、週 2回（火・木曜）
ひきこもり相談支援事業を実施していま
す。この事業を市民の皆さまに知っていた
だき、ひきこもりに対する正しい理解を地
域で広げ、ご本人や家族が安心して暮ら
し、相談できる地域づくりをめざしていま
す。
　講師は、前回（松戸市開催）同様横浜か
ら岡本圭太さんをお招きます。浦安市外の
方を含めて組合員の皆さまにご案内させ
ていただきます。
　ひきこもり支援に関心のある方、身近に
ひきこもりの方がいる方、ご本人など多く
の方にお越しいただければ嬉しいです。
　皆さまのご参加をお待ちしています。

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。

開所時間
　4 ～ 9 月  15：30 ～ 18：30
                     （夏休みは別時間）
　10 ～ 3 月 15：00 ～ 18：00
対象 : 小学生～高校生

　　学校でも家でもない、ここは君がゆっくり好きな時間を過ごす場所

♪中高生の参加がもっと   増えるといいな、   　　と思っています。　学生ボランティアとし　ての参加もできます。　時間のある時にぜひ  立ち寄ってみてください！♪地域のボランティア    　　 の方も歓迎です。

◆開所時間は毎月 HP でお知らせしています→ http://www.vaic-cci.jp/kosodate/cafe

岡本圭太さん：元
当事 者として、就
労支援施設の職員
として、全国で自
らの経験を話す。

2月 28日（水）
13：30～ 15：30（受付 13：00～）
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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://kazenomura.jp/　　
      e-mail: info@kazenomura.jp 

　私たち生活クラブ風の村は、「生活クラブ生協」を
母体とする社会福祉法人です。互助の精神を大切にす
る生協の特長と、サステイナブル（持続可能）な社会
をめざす生活クラブの特長を福祉に活かし、誰もがあ
りのままにその人らしく地域で暮らすことができるよ
うなコミュニティづくりへ貢献しています。
　「赤ちゃんから看取りまで」全てのライフステージ
で困っている方を支援できる体制をめざし、高齢者介
護事業を中心に医療、障がい児者支援、保育園・児童

養護施設・乳児院などの運営、相談事業など、約 20
分野で 1700 人以上の仲間と共に 80 以上の事業所を
運営しています。
　私たち生活クラブ風の村では、毎年新卒採用を行っ
ており、これから 2019 年卒の新卒採用が始まります。
2 月からインターンシップ、3 月から施設見学会・法
人説明会を実施します。
　興味がある、施設を見てみたい、話を聞いてみたい、
と思った就活予定の学生さんはぜひご一報ください。

※生活クラブ風の村では、障がい者雇用も積極的に行っています。

2019 年卒　新卒採用がスタートします！

職　種 仕　事　内　容

①介護職コース デイサービス・サ高住・特養等における介護、訪問介護
②相談職コース 生活困窮者自立支援、総合相談等の相談業務
③保育士コース 保育園における保育業務（八街市、佐倉市、流山市）
④養育支援員コース 児童養護施設、乳児院における養育支援（君津市）
⑤障がい児者支援コース 障がい児者の日中活動支援、（生活介護、就労継続支援Ａ型）
⑥福祉用具営業職コース 福祉用具のエリア営業（千葉市）
⑦本部事務職コース 総務、人事、経理等の事務（佐倉市）

 ②相談職コース
　　社会福祉士
　　精神保健福祉士

22 歳以上 20 歳以上 18 歳以上
195,000 円 － －

 別途　資格手当（社会福祉士、精神保健福祉士）20,000 円 / 月
 ①③④⑤⑥⑦コース
　介護福祉士、保育士、
　児童指導員、資格ない方

22 歳以上 20 歳以上 18 歳以上
190,000 円 185,200 円 180,400 円

 別途　資格手当（介護福祉士、保育士、児童指導員）15,000 円 / 月
その他  夜勤手当 5,000 円 /1 回、住居手当（賃貸世帯主）最大 20,000 円 /月、賞与あり

tel：043-460-8333　　　
e-mail：recruit@kazenomura.jp
http://kazenomura.jp/recruit/　 
住所：千葉県佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル 4 Ｆ
生活クラブ風の村　人事課採用担当（仙田・黒田）

選べるコース（職種）

選べるコース（待遇）

全ての問合せ先

採用サイト
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　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

UWN ちば

 

♪今後は、イベントやお出かけ、お片付けを
お手伝いする新メニューも開始していきます。
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生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

浦安市で開催！ひきこもり市民講座

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

千葉市委託事業こどもカフェ「３rd プレイス　虹」

認定

毎週火曜日・木曜日の午後…学
校から帰ってランドセルを置いてきた子どもた
ちが、いなげビレッジ虹と風の2階に集まって
きます。ここでは2011年から千葉市の委託を
受けて「学校でも家庭でもない第３のこどもの
居場所」こどもカフェ ３rd プレイス虹を開所
しています。こどもが信頼する大人に見守られ
ながら、学年に関係なくそこにいるお友だちと
遊んだり、宿題をやったり、本を読んだり…思
い思いに過ごします。もちろん、ひとりで来て
も大丈夫！そんな居場所です。

会　場　浦安市民プラザ Wave 101（イオン新浦安店４階 / 千葉県浦安市入船 1-4-1）
　　　　   JR 京葉線・武蔵野線　新浦安駅　下車（快速停車駅です） 
      　　    ※市民プラザ専用駐車場はございません。有料でイオン新浦安店地下駐車場をご利用くだ
　　　　　     さい。市民プラザでは、駐車サービス券の発行及び取り扱いは行っておりません。 

参加費　無料
対　象　関心のある方ならどなたでも！
申し込み　電話または fax で（氏名・電話番号・人数）をお知らせください。
  千葉市ひきこもり地域支援センター　tel： 043-204-1606   fax： 043-204-1607

　ひきこもりの理解と支援
～ひきこもりからの生きなおし～

　今、ひきこもりに関するニュースは、
「何かのきっかけで誰にでも起きうる事象
云々、ひきこもりの高齢化」など社会での
関心が一層高まっています。
　浦安市では、私たちユニバーサル就労
ネットワークちばが、週 2回（火・木曜）
ひきこもり相談支援事業を実施していま
す。この事業を市民の皆さまに知っていた
だき、ひきこもりに対する正しい理解を地
域で広げ、ご本人や家族が安心して暮ら
し、相談できる地域づくりをめざしていま
す。
　講師は、前回（松戸市開催）同様横浜か
ら岡本圭太さんをお招きます。浦安市外の
方を含めて組合員の皆さまにご案内させ
ていただきます。
　ひきこもり支援に関心のある方、身近に
ひきこもりの方がいる方、ご本人など多く
の方にお越しいただければ嬉しいです。
　皆さまのご参加をお待ちしています。

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。

開所時間
　4 ～ 9 月  15：30 ～ 18：30
                     （夏休みは別時間）
　10 ～ 3 月 15：00 ～ 18：00
対象 : 小学生～高校生

　　学校でも家でもない、ここは君がゆっくり好きな時間を過ごす場所

♪中高生の参加がもっと   増えるといいな、   　　と思っています。　学生ボランティアとし　ての参加もできます。　時間のある時にぜひ  立ち寄ってみてください！♪地域のボランティア    　　 の方も歓迎です。

◆開所時間は毎月 HP でお知らせしています→ http://www.vaic-cci.jp/kosodate/cafe

岡本圭太さん：元
当事 者として、就
労支援施設の職員
として、全国で自
らの経験を話す。

2月 28日（水）
13：30～ 15：30（受付 13：00～）
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生活クラブ千葉グループからのお知らせ

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://wcochiba.org

　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25th
ワーカーズコレクティブ千葉県連合会25周年記念イベント

ワーカーズコレクティブ千葉県連合会

　
3 月 3 日（土）10：00 ～ 17：00　
パレット柏　（柏市柏 1-7Day One タワー 3F）

「いきいき　どきどき　わくわ～く」するような

　　　　　　　　　　　　　　楽しい企画満載！

いきいきブース
　「よりよく最後まで生きる」をテーマに断捨離の

　すすめやエンディングのご相談　等

どきどきブース
　介護予防講座、街の縁側・居場所の体験、10 種

　類のワークショップ

わくわ～くブース
　「地域と共に生きる　つながる　働く」をテーマ

　に、100 人で名刺交換

　活き活きと生きやすい地域づくりの為に皆さんと

　大いにディスカッションして下さい。

「1日まるごと周遊券　500 円」を販売します

上記のすべての企画に参加して、一日中楽しめます。

ぜひ皆さん来てくださいね。
ワーカーズコレクティブ一同　お待ちしています。

（お問い合わせは上記枠内連絡先へ）
　　　東葛エリア担当理事　　新谷美枝子（W.Co  樹

みき

）

　ワーカーズコレクティブ千葉県連合会は、地域
や生活クラブの組合員の皆さんに支えられ、おか
げさまで設立 25 周年を迎えることができました。
　これからも、さらにワーカーズ・コレクティブの
働き方を多くの方々に知っていただきたい、という
思いをこめて各エリア（東葛・下総・京葉）イベン
トを企画しました。
　京葉エリアでは 10 月に船橋子育てメッセとして、

下総エリアでは 2 月 3 日に佐倉市在住のシンガー
ソングライター yuya takahashi の記念ライブと共
に、佐倉・成田地域の事業所の取り組み紹介と販
売を行いました。
　どの会場でも、人と繋がって働くワーカーズが元
気にお迎えします。
　今回は、最後に開催する東葛エリアのイベント
をご案内します。

3 月 3 日（土）10：00 ～ 17：00　
（柏市柏 1-7Day One タワー 3F）

「いきいき　どきどき　わくわ～く」するような

　　　　　　　　　　　　　　楽しい企画満載！

日（土）10：00 ～ 17：00　
パレット柏 （柏市柏 1-7Day One タワー 3F）
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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

　

ハチドリの話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

貸農園の参加者を募集しています

コルザ 2018 年２月号 No.391（13）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

　2017 年度の活動の振り返りの時期と

なり、来年度の計画を立てています。

　私たちは１年を通じて、ボランティ

アの人の力と、会費や基金の経済的な

力を集め、それをよりよく運営してい

ます。「よりよく」が直接子どもたちの

ためでなくても、たくさんの力で子ど

もたちを支え、たくさんの人に関わっ

てもらうことも大事だと考えています。

　みなさんは、生活クラブ運動の前進

でもある、せっけんの街の活動で引き

継がれてきた「ハチドリ」の話をご存

知でしょうか。ある日山火事が起きて

全ての動物が我先にと逃げ出した時と

ても体の小さいハチドリだけが、小さ

なくちばしに水を溜めて、火事の現場

へと水を運びます。それを見て動物た

ちが、そんな事をして何になる ?!　と

笑うのです。そんな時ハチドリは「私は、

私ができることをしているだけ」と答

えるという、短い短いお話です。きっ

と１羽では火を消すことはできないの

でしょうが、たくさんのハチドリが動

けば、周りの動物も関心を持ってくれ

るかもしれませんし、それが元となっ

て、山火事は少しでも早く消えて、助

　
　あなたの団体の事業報告書は、団
体の活動を知らない人が見て「応援
したい！」と思える内容になってい
ますか？
　団体の事業内容と収支状況が読み
取れる事業報告書の書き方、会計管
理の基礎知識を学びます。

空が広い！土がフカフカ！
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。詳細はNPOクラブまで。

  期間 ：2018 年４月１日～
　　　  2019 年 3 月 31 日（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

市民活動団体マネジメントセミナー
団体の事業について理解と信頼を得るために
　　　　　　　　　　　　　　     事業報告書作成のための講座

日 時：２月 15 日（火）
　　               13：30 ～ 16：30
場 所：パレット柏
　　     柏市民交流センター（多目的Ａ）
 　　　  柏駅より徒歩 3 分

講 師：早坂毅さん
　　　早坂毅税理士事務所代表

受講料：無料
定 員： 30 人（申込先着順）

かる命が増えるかも

しれません。

　今年度の活動を振り

返り、「よりよく」と

いう思いから、ニュースレター等を折

る仕事を、福祉作業所にお願いしては

どうかと考えました。印刷業者に注文

したほうが経費も安く、手間もかかり

ませんが、少しの手間と出せるだけの

経費を示して相談をしたところ、障が

いがあっても、全力で地域を支えたい

という作業所のメンバーとの出会いが

あり、実現できそうです。

　みんなで「自分にできること」をす

る。この力は大きく、たくさんの隠れ

たハチドリたちの力を引き出すことな

ど、子どもたちの笑顔のためにできる

ことを全力でしていきます。これから

もご協力を、どうぞよろしくお願いい

たします。　　　　 副理事長　山本百合

ナマケモノ倶楽部『ハチドリのひとしずく』より ↓
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　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25th
ワーカーズコレクティブ千葉県連合会25周年記念イベント

ワーカーズコレクティブ千葉県連合会

　
3 月 3 日（土）10：00 ～ 17：00　
パレット柏　（柏市柏 1-7Day One タワー 3F）

「いきいき　どきどき　わくわ～く」するような

　　　　　　　　　　　　　　楽しい企画満載！

いきいきブース
　「よりよく最後まで生きる」をテーマに断捨離の

　すすめやエンディングのご相談　等

どきどきブース
　介護予防講座、街の縁側・居場所の体験、10 種

　類のワークショップ

わくわ～くブース
　「地域と共に生きる　つながる　働く」をテーマ

　に、100 人で名刺交換

　活き活きと生きやすい地域づくりの為に皆さんと

　大いにディスカッションして下さい。

「1日まるごと周遊券　500 円」を販売します

上記のすべての企画に参加して、一日中楽しめます。

ぜひ皆さん来てくださいね。
ワーカーズコレクティブ一同　お待ちしています。

（お問い合わせは上記枠内連絡先へ）
　　　東葛エリア担当理事　　新谷美枝子（W.Co  樹

みき

）

　ワーカーズコレクティブ千葉県連合会は、地域
や生活クラブの組合員の皆さんに支えられ、おか
げさまで設立 25 周年を迎えることができました。
　これからも、さらにワーカーズ・コレクティブの
働き方を多くの方々に知っていただきたい、という
思いをこめて各エリア（東葛・下総・京葉）イベン
トを企画しました。
　京葉エリアでは 10 月に船橋子育てメッセとして、

下総エリアでは 2 月 3 日に佐倉市在住のシンガー
ソングライター yuya takahashi の記念ライブと共
に、佐倉・成田地域の事業所の取り組み紹介と販
売を行いました。
　どの会場でも、人と繋がって働くワーカーズが元
気にお迎えします。
　今回は、最後に開催する東葛エリアのイベント
をご案内します。

3 月 3 日（土）10：00 ～ 17：00　
（柏市柏 1-7Day One タワー 3F）

「いきいき　どきどき　わくわ～く」するような

　　　　　　　　　　　　　　楽しい企画満載！

日（土）10：00 ～ 17：00　
パレット柏 （柏市柏 1-7Day One タワー 3F）
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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

　

ハチドリの話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

貸農園の参加者を募集しています

コルザ 2018 年２月号 No.391（13）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

　2017 年度の活動の振り返りの時期と

なり、来年度の計画を立てています。

　私たちは１年を通じて、ボランティ

アの人の力と、会費や基金の経済的な

力を集め、それをよりよく運営してい

ます。「よりよく」が直接子どもたちの

ためでなくても、たくさんの力で子ど

もたちを支え、たくさんの人に関わっ

てもらうことも大事だと考えています。

　みなさんは、生活クラブ運動の前進

でもある、せっけんの街の活動で引き

継がれてきた「ハチドリ」の話をご存

知でしょうか。ある日山火事が起きて

全ての動物が我先にと逃げ出した時と

ても体の小さいハチドリだけが、小さ

なくちばしに水を溜めて、火事の現場

へと水を運びます。それを見て動物た

ちが、そんな事をして何になる ?!　と

笑うのです。そんな時ハチドリは「私は、

私ができることをしているだけ」と答

えるという、短い短いお話です。きっ

と１羽では火を消すことはできないの

でしょうが、たくさんのハチドリが動

けば、周りの動物も関心を持ってくれ

るかもしれませんし、それが元となっ

て、山火事は少しでも早く消えて、助

　
　あなたの団体の事業報告書は、団
体の活動を知らない人が見て「応援
したい！」と思える内容になってい
ますか？
　団体の事業内容と収支状況が読み
取れる事業報告書の書き方、会計管
理の基礎知識を学びます。

空が広い！土がフカフカ！
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。詳細はNPOクラブまで。

  期間 ：2018 年４月１日～
　　　  2019 年 3 月 31 日（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

市民活動団体マネジメントセミナー
団体の事業について理解と信頼を得るために
　　　　　　　　　　　　　　     事業報告書作成のための講座

日 時：２月 15 日（火）
　　               13：30 ～ 16：30
場 所：パレット柏
　　     柏市民交流センター（多目的Ａ）
 　　　  柏駅より徒歩 3 分

講 師：早坂毅さん
　　　早坂毅税理士事務所代表

受講料：無料
定 員： 30 人（申込先着順）

かる命が増えるかも

しれません。

　今年度の活動を振り

返り、「よりよく」と

いう思いから、ニュースレター等を折

る仕事を、福祉作業所にお願いしては

どうかと考えました。印刷業者に注文

したほうが経費も安く、手間もかかり

ませんが、少しの手間と出せるだけの

経費を示して相談をしたところ、障が

いがあっても、全力で地域を支えたい

という作業所のメンバーとの出会いが

あり、実現できそうです。

　みんなで「自分にできること」をす

る。この力は大きく、たくさんの隠れ

たハチドリたちの力を引き出すことな

ど、子どもたちの笑顔のためにできる

ことを全力でしていきます。これから

もご協力を、どうぞよろしくお願いい

たします。　　　　 副理事長　山本百合

ナマケモノ倶楽部『ハチドリのひとしずく』より ↓
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小規模保育おおたかの森開園記念講演

「子どものため」は誰のため
～子どもを伸ばす子育てのヒント～

３月７日（水）13：00 ～ 15：00
会場：流山市生涯学習センター 多目的ホール
つくば TX「流山セントラルパーク」駅下車徒歩 3 分

託児：あり
担当：福祉・たすけあい事業部
　　　柳川　043-278-7768
＊詳しくは 1/29 ～配布のちらしをご覧ください。

『日本と再生』上映会

3 月 8 日（木）10：00 ～ 12：30
会場：千葉市生涯学習センター
託児：あり　定員：80人　参加費：500 円
担当：組織部　茂野　043-278-7172
＊詳しくは 2/5 ～配布のちらしをご覧ください。

ブロック企画

地域集会

２月 15 日（木）14：00 ～ 15：30
カフェやさまる　　定員 15 人
担当：塚本　0436-60-1583　
夕食のおかず作り

２月 20 日（火）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２F 組合員室
調理参加１人400 円（持ち帰りのみ1人500円）

担当：児玉　04-7134-3801
簡単！楽しい！スクラップブッキング

２月 20 日（火）10：00 ～ 13：00
デポーおたかの森 地域交流スペースこだち
材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801

きばるの甘夏でジャム作り

２月 21 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

託児あり　参加費300 円 （ゲスト500 円)

担当：児玉　04-7134-3801
温かいシチューでほっこり

２月 22 日（木）11：30 ～ 13：30
南柏スカイハイツ集会室
参加費 300 円（ゲスト 500 円） 
担当：児玉　04-7134-3801
簡単！楽しい！スクラップブッキング

２月 22 日（木）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２F 組合員室
託児あり　参加費300 円（ゲスト400円）

材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801
オレンジカフェ流山

２月 22 日（木）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：児玉　04-7134-3801
『隣る人』上映会

2 月 23 日（金）10：10 ～ 12：30
デポー真砂  地域交流スペース渚

託児あり　定員 50 人
担当：清松　043-278-7629　
メイクセミナー

２月 26 日（月）10：00 ～ 13：00
センター柏　
託児あり　参加費300円（ゲスト500 円）

担当：児玉　04-7134-3801
キラキラ☆キラリ　グルーデコ

２月 26 日（月）10：00 ～ 12：30
デポーおたかの森 地域交流スペースこだち

託児あり　定員 8 人
参加費1,000円 （作るものにより異なります)

担当：児玉　04-7134-3801
ライフプラン講座　子育て世代の教育費

２月 26 日（月）10：00 ～ 12：30
センター松戸　 託児あり　定員 10 人
担当：鈴木　047-385-4646
ライフプラン講座　子育て世代の家計管理

２月 27 日（火）9：50 ～ 11：50
緑が丘公民館（八千代市）

託児あり　定員 15 人
担当：清松　043-278-7629
正絹糸でくみひも

２月 28 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 ２F 和室
参加費 300 円 ( ゲスト 500 円 )

担当：児玉　04-7134-3801
葬儀学習会

３月７日（水）10：00 ～ 12：00
ライフケア四街道    託児あり　定員 20 人
担当：宮野　043-461-7868
３月 13 日（火）10：00 ～ 12：30
昭和セレモニーシティホール市川
定員 10 人
担当：早川　047-379-1540

　募集　シャボン玉月間ポスター原画　　賞金 30,000 円！
　生活クラブ虹の街は、せっけん運動ネットワークに加入し、せっけんの利用を
すすめ、毎年７月をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマスクをつけて
環境問題を地域にアピールしています。　2018 年も皆さん（ご家族も可）から

ポスターを募集します。

　サイズ：Ａ３　  色：カラー　  応募締め切り：３月 7 日（水）必着
　コピー（必ず入れる文字）：せっけんで　おうちも　くらしも　地球もきれい
　内容：「せっけんを使う暮らし」や「水環境保全について」の提案など
　送り先：〒 261-0011　千葉市美浜区真砂 5-21-12　生活クラブ虹の街　組織部宛
　　　  　データの場合　e-mail：mei.shigeno@s-club.coop　

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

（14）コルザ 2018 年２月号 No.391

イベント・情報

＊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・デポーの電話番号は表紙下にあります。

講師：広木克行さん
神戸大学名誉教授。不登校の子どもと親の相
談に長年にわたってかかわると共に、各地で
保育・教育の講演と子育て相談を続けている。

鈴木 柊矢（しゅうや）くん 2017.01
本橋 柊治（しゅうじ）くん 2017.01
松本 さくら  ちゃん 2017.01
佐久間　涼（りょう）くん 2017.03
坂田 悠夏（はるか）ちゃん 2017.06
吉田 和香（わか）ちゃん 2017.09
吉田 航平（こうへい）くん 2017.10
近藤 匠真（しょうま）くん 2017.10
西岡　祥（さち）ちゃん 2017.11
坂田 圭祐（けいすけ）くん 2017.11
笠松 結斗（ゆいと）くん 2017.12

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

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

お誕生おめでとう！

昨年のポスター

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

2/10（土）・11（日）センター松戸
2/17（土）・18（日）センター千葉
2/24（土）・25（日）センター市原
3/3（土）・4（日）センター佐倉
3/10（土）ホテル メイプルイン幕張

春の展示会
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事務局リーダーツアー
　11 月３・４日、生活クラブ東京・
神奈川・埼玉・千葉から事務局リーダー
がにかほ市で研修を行いました。生活
クラブ風車「夢風」の風車サイトに向
かい、（株）市民風力発電の協力のも
と、風車を見ながら風力発電について
学びました。風は穏やかでしたが風車
は回っており、ブレードが出す音も実
感できました。参加者からは、にかほ
市と ｢夢風 ｣の理解が深まったとの感
想が聞かれました。
夢風酒視察しました
　11 月 17 日、夢風酒の仕込みが始
まった（株）飛

ひらいずみ

良泉本舗を生活クラブ
千葉理事の船水香さん他３人が視察し
ました。鳥海山の麓でつくられた米

100％の夢
風 酒。 飛
良 泉 本 舗
の 遠 田 杜
氏 が 酒 米
づ く り か

らお酒になるまで一貫してつくり上げ
ています。秋田限定の 1801 酵母酒を
使用しています。11月７日に仕込み、
徹底した温度管理のもと、10 日経っ
た夢風酒を試飲。「仕込み途中のお酒
を初めて飲みましたが、火入れされた
夢風酒とは一味違い、美味！」と船水
さん。遠田杜氏不在のため、営業部長
の荘司さんから話を聞き、杜氏の夢風
酒にかける熱い思いを感じました。

法政大学人間環境学部教授
　　　　　　　西城戸誠さんの寄稿より
　生活クラブ風車「夢風 ｣が誕生して
５年が経ちました。首都圏から遠く離
れた秋田県に風車をつくり、電気を供

給することは原発と同じではないかと
いう指摘が当初、生活クラブ内部で
あったと聞いています。そこから、に
かほ市・にかほ市住民と生活クラブ生
協・組合員が ｢対等互恵 ｣の関係をつ
くっていくための実践が展開されまし
た。消費材の共同開発（夢風ブランド）
や風車立地点（芹田地区）での消費材
（トマトケチャップ）の原料生産、に
かほ市・生活クラブにおける数多くの
交流会開催など、５年間の変化に目を
見張ります。2019 年からは遊佐町の
生活クラブの太陽光発電所が建設予定
です。次の５年間で、にかほ市・遊佐
町・生活クラブの三者で、鳥海山麓つ
ながりの新たな連携ができることを期
待したいと思います。　　　（一部抜粋）

風車の発電実績　
　10月の発電量…300,077kWh
　11月の発電量…686,714kWh

コルザ 2018 年２月号 No.391（15）

夢風ニュース＆申込書

申込書・申請書　コルザ２月号

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

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

子ども / 福・た　柳川　　『日本と再生』／組織部　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。

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

参加希
望に○

　
 3/7「子どものため」は誰のため 同伴者（　　人）お名前 　　　　　　

　　　　　　（家族・組合員・員外）

2/23 3/8『日本と再生』上映会 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外）

託　児
（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）

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）

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

＊夢風ニュース vol.65、vol.66 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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小規模保育おおたかの森開園記念講演

「子どものため」は誰のため
～子どもを伸ばす子育てのヒント～

３月７日（水）13：00 ～ 15：00
会場：流山市生涯学習センター 多目的ホール
つくば TX「流山セントラルパーク」駅下車徒歩 3 分

託児：あり
担当：福祉・たすけあい事業部
　　　柳川　043-278-7768
＊詳しくは 1/29 ～配布のちらしをご覧ください。

『日本と再生』上映会

3 月 8 日（木）10：00 ～ 12：30
会場：千葉市生涯学習センター
託児：あり　定員：80人　参加費：500 円
担当：組織部　茂野　043-278-7172
＊詳しくは 2/5 ～配布のちらしをご覧ください。

ブロック企画

地域集会

２月 15 日（木）14：00 ～ 15：30
カフェやさまる　　定員 15 人
担当：塚本　0436-60-1583　
夕食のおかず作り

２月 20 日（火）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２F 組合員室
調理参加１人400 円（持ち帰りのみ1人500円）

担当：児玉　04-7134-3801
簡単！楽しい！スクラップブッキング

２月 20 日（火）10：00 ～ 13：00
デポーおたかの森 地域交流スペースこだち
材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801

きばるの甘夏でジャム作り

２月 21 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

託児あり　参加費300 円 （ゲスト500 円)

担当：児玉　04-7134-3801
温かいシチューでほっこり

２月 22 日（木）11：30 ～ 13：30
南柏スカイハイツ集会室
参加費 300 円（ゲスト 500 円） 
担当：児玉　04-7134-3801
簡単！楽しい！スクラップブッキング

２月 22 日（木）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２F 組合員室
託児あり　参加費300 円（ゲスト400円）

材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801
オレンジカフェ流山

２月 22 日（木）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：児玉　04-7134-3801
『隣る人』上映会

2 月 23 日（金）10：10 ～ 12：30
デポー真砂  地域交流スペース渚

託児あり　定員 50 人
担当：清松　043-278-7629　
メイクセミナー

２月 26 日（月）10：00 ～ 13：00
センター柏　
託児あり　参加費300円（ゲスト500 円）

担当：児玉　04-7134-3801
キラキラ☆キラリ　グルーデコ

２月 26 日（月）10：00 ～ 12：30
デポーおたかの森 地域交流スペースこだち

託児あり　定員 8 人
参加費1,000円 （作るものにより異なります)

担当：児玉　04-7134-3801
ライフプラン講座　子育て世代の教育費

２月 26 日（月）10：00 ～ 12：30
センター松戸　 託児あり　定員 10 人
担当：鈴木　047-385-4646
ライフプラン講座　子育て世代の家計管理

２月 27 日（火）9：50 ～ 11：50
緑が丘公民館（八千代市）

託児あり　定員 15 人
担当：清松　043-278-7629
正絹糸でくみひも

２月 28 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 ２F 和室
参加費 300 円 ( ゲスト 500 円 )

担当：児玉　04-7134-3801
葬儀学習会

３月７日（水）10：00 ～ 12：00
ライフケア四街道    託児あり　定員 20 人
担当：宮野　043-461-7868
３月 13 日（火）10：00 ～ 12：30
昭和セレモニーシティホール市川
定員 10 人
担当：早川　047-379-1540

　募集　シャボン玉月間ポスター原画　　賞金 30,000 円！
　生活クラブ虹の街は、せっけん運動ネットワークに加入し、せっけんの利用を
すすめ、毎年７月をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマスクをつけて
環境問題を地域にアピールしています。　2018 年も皆さん（ご家族も可）から

ポスターを募集します。

　サイズ：Ａ３　  色：カラー　  応募締め切り：３月 7 日（水）必着
　コピー（必ず入れる文字）：せっけんで　おうちも　くらしも　地球もきれい
　内容：「せっけんを使う暮らし」や「水環境保全について」の提案など
　送り先：〒 261-0011　千葉市美浜区真砂 5-21-12　生活クラブ虹の街　組織部宛
　　　  　データの場合　e-mail：mei.shigeno@s-club.coop　

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

（14）コルザ 2018 年２月号 No.391

イベント・情報

＊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・デポーの電話番号は表紙下にあります。

講師：広木克行さん
神戸大学名誉教授。不登校の子どもと親の相
談に長年にわたってかかわると共に、各地で
保育・教育の講演と子育て相談を続けている。

鈴木 柊矢（しゅうや）くん 2017.01
本橋 柊治（しゅうじ）くん 2017.01
松本 さくら  ちゃん 2017.01
佐久間　涼（りょう）くん 2017.03
坂田 悠夏（はるか）ちゃん 2017.06
吉田 和香（わか）ちゃん 2017.09
吉田 航平（こうへい）くん 2017.10
近藤 匠真（しょうま）くん 2017.10
西岡　祥（さち）ちゃん 2017.11
坂田 圭祐（けいすけ）くん 2017.11
笠松 結斗（ゆいと）くん 2017.12

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

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

お誕生おめでとう！

昨年のポスター

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

2/10（土）・11（日）センター松戸
2/17（土）・18（日）センター千葉
2/24（土）・25（日）センター市原
3/3（土）・4（日）センター佐倉
3/10（土）ホテル メイプルイン幕張

春の展示会
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事務局リーダーツアー
　11 月３・４日、生活クラブ東京・
神奈川・埼玉・千葉から事務局リーダー
がにかほ市で研修を行いました。生活
クラブ風車「夢風」の風車サイトに向
かい、（株）市民風力発電の協力のも
と、風車を見ながら風力発電について
学びました。風は穏やかでしたが風車
は回っており、ブレードが出す音も実
感できました。参加者からは、にかほ
市と ｢夢風 ｣の理解が深まったとの感
想が聞かれました。
夢風酒視察しました
　11 月 17 日、夢風酒の仕込みが始
まった（株）飛

ひらいずみ

良泉本舗を生活クラブ
千葉理事の船水香さん他３人が視察し
ました。鳥海山の麓でつくられた米

100％の夢
風 酒。 飛
良 泉 本 舗
の 遠 田 杜
氏 が 酒 米
づ く り か

らお酒になるまで一貫してつくり上げ
ています。秋田限定の 1801 酵母酒を
使用しています。11月７日に仕込み、
徹底した温度管理のもと、10 日経っ
た夢風酒を試飲。「仕込み途中のお酒
を初めて飲みましたが、火入れされた
夢風酒とは一味違い、美味！」と船水
さん。遠田杜氏不在のため、営業部長
の荘司さんから話を聞き、杜氏の夢風
酒にかける熱い思いを感じました。

法政大学人間環境学部教授
　　　　　　　西城戸誠さんの寄稿より
　生活クラブ風車「夢風 ｣が誕生して
５年が経ちました。首都圏から遠く離
れた秋田県に風車をつくり、電気を供

給することは原発と同じではないかと
いう指摘が当初、生活クラブ内部で
あったと聞いています。そこから、に
かほ市・にかほ市住民と生活クラブ生
協・組合員が ｢対等互恵 ｣の関係をつ
くっていくための実践が展開されまし
た。消費材の共同開発（夢風ブランド）
や風車立地点（芹田地区）での消費材
（トマトケチャップ）の原料生産、に
かほ市・生活クラブにおける数多くの
交流会開催など、５年間の変化に目を
見張ります。2019 年からは遊佐町の
生活クラブの太陽光発電所が建設予定
です。次の５年間で、にかほ市・遊佐
町・生活クラブの三者で、鳥海山麓つ
ながりの新たな連携ができることを期
待したいと思います。　　　（一部抜粋）

風車の発電実績　
　10月の発電量…300,077kWh
　11月の発電量…686,714kWh

コルザ 2018 年２月号 No.391（15）

夢風ニュース＆申込書

申込書・申請書　コルザ２月号

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

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

子ども / 福・た　柳川　　『日本と再生』／組織部　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。

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

参加希
望に○

　
 3/7「子どものため」は誰のため 同伴者（　　人）お名前 　　　　　　

　　　　　　（家族・組合員・員外）

2/23 3/8『日本と再生』上映会 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外）

託　児
（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）

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）

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

＊夢風ニュース vol.65、vol.66 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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小規模保育おおたかの森開園記念講演

「子どものため」は誰のため
～子どもを伸ばす子育てのヒント～

３月７日（水）13：00 ～ 15：00
会場：流山市生涯学習センター 多目的ホール
つくば TX「流山セントラルパーク」駅下車徒歩 3 分

託児：あり
担当：福祉・たすけあい事業部
　　　柳川　043-278-7768
＊詳しくは 1/29 ～配布のちらしをご覧ください。

『日本と再生』上映会

3 月 8 日（木）10：00 ～ 12：30
会場：千葉市生涯学習センター
託児：あり　定員：80人　参加費：500 円
担当：組織部　茂野　043-278-7172
＊詳しくは 2/5 ～配布のちらしをご覧ください。

ブロック企画

地域集会

２月 15 日（木）14：00 ～ 15：30
カフェやさまる　　定員 15 人
担当：塚本　0436-60-1583　
夕食のおかず作り

２月 20 日（火）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２F 組合員室
調理参加１人400 円（持ち帰りのみ1人500円）

担当：児玉　04-7134-3801
簡単！楽しい！スクラップブッキング

２月 20 日（火）10：00 ～ 13：00
デポーおたかの森 地域交流スペースこだち
材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801

きばるの甘夏でジャム作り

２月 21 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

託児あり　参加費300 円 （ゲスト500 円)

担当：児玉　04-7134-3801
温かいシチューでほっこり

２月 22 日（木）11：30 ～ 13：30
南柏スカイハイツ集会室
参加費 300 円（ゲスト 500 円） 
担当：児玉　04-7134-3801
簡単！楽しい！スクラップブッキング

２月 22 日（木）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２F 組合員室
託児あり　参加費300 円（ゲスト400円）

材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801
オレンジカフェ流山

２月 22 日（木）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：児玉　04-7134-3801
『隣る人』上映会

2 月 23 日（金）10：10 ～ 12：30
デポー真砂  地域交流スペース渚

託児あり　定員 50 人
担当：清松　043-278-7629　
メイクセミナー

２月 26 日（月）10：00 ～ 13：00
センター柏　
託児あり　参加費300円（ゲスト500 円）

担当：児玉　04-7134-3801
キラキラ☆キラリ　グルーデコ

２月 26 日（月）10：00 ～ 12：30
デポーおたかの森 地域交流スペースこだち

託児あり　定員 8 人
参加費1,000円 （作るものにより異なります)

担当：児玉　04-7134-3801
ライフプラン講座　子育て世代の教育費

２月 26 日（月）10：00 ～ 12：30
センター松戸　 託児あり　定員 10 人
担当：鈴木　047-385-4646
ライフプラン講座　子育て世代の家計管理

２月 27 日（火）9：50 ～ 11：50
緑が丘公民館（八千代市）

託児あり　定員 15 人
担当：清松　043-278-7629
正絹糸でくみひも

２月 28 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 ２F 和室
参加費 300 円 ( ゲスト 500 円 )

担当：児玉　04-7134-3801
葬儀学習会

３月７日（水）10：00 ～ 12：00
ライフケア四街道    託児あり　定員 20 人
担当：宮野　043-461-7868
３月 13 日（火）10：00 ～ 12：30
昭和セレモニーシティホール市川
定員 10 人
担当：早川　047-379-1540

　募集　シャボン玉月間ポスター原画　　賞金 30,000 円！
　生活クラブ虹の街は、せっけん運動ネットワークに加入し、せっけんの利用を
すすめ、毎年７月をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマスクをつけて
環境問題を地域にアピールしています。　2018 年も皆さん（ご家族も可）から

ポスターを募集します。

　サイズ：Ａ３　  色：カラー　  応募締め切り：３月 7 日（水）必着
　コピー（必ず入れる文字）：せっけんで　おうちも　くらしも　地球もきれい
　内容：「せっけんを使う暮らし」や「水環境保全について」の提案など
　送り先：〒 261-0011　千葉市美浜区真砂 5-21-12　生活クラブ虹の街　組織部宛
　　　  　データの場合　e-mail：mei.shigeno@s-club.coop　

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

＊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・デポーの電話番号は表紙下にあります。

講師：広木克行さん
神戸大学名誉教授。不登校の子どもと親の相
談に長年にわたってかかわると共に、各地で
保育・教育の講演と子育て相談を続けている。

鈴木 柊矢（しゅうや）くん 2017.01
本橋 柊治（しゅうじ）くん 2017.01
松本 さくら  ちゃん 2017.01
佐久間　涼（りょう）くん 2017.03
坂田 悠夏（はるか）ちゃん 2017.06
吉田 和香（わか）ちゃん 2017.09
吉田 航平（こうへい）くん 2017.10
近藤 匠真（しょうま）くん 2017.10
西岡　祥（さち）ちゃん 2017.11
坂田 圭祐（けいすけ）くん 2017.11
笠松 結斗（ゆいと）くん 2017.12

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

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

お誕生おめでとう！

昨年のポスター

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

2/10（土）・11（日）センター松戸
2/17（土）・18（日）センター千葉
2/24（土）・25（日）センター市原
3/3（土）・4（日）センター佐倉
3/10（土）ホテル メイプルイン幕張

春の展示会
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事務局リーダーツアー
　11 月３・４日、生活クラブ東京・
神奈川・埼玉・千葉から事務局リーダー
がにかほ市で研修を行いました。生活
クラブ風車「夢風」の風車サイトに向
かい、（株）市民風力発電の協力のも
と、風車を見ながら風力発電について
学びました。風は穏やかでしたが風車
は回っており、ブレードが出す音も実
感できました。参加者からは、にかほ
市と ｢夢風 ｣の理解が深まったとの感
想が聞かれました。
夢風酒視察しました
　11 月 17 日、夢風酒の仕込みが始
まった（株）飛

ひらいずみ

良泉本舗を生活クラブ
千葉理事の船水香さん他３人が視察し
ました。鳥海山の麓でつくられた米

100％の夢
風 酒。 飛
良 泉 本 舗
の 遠 田 杜
氏 が 酒 米
づ く り か

らお酒になるまで一貫してつくり上げ
ています。秋田限定の 1801 酵母酒を
使用しています。11月７日に仕込み、
徹底した温度管理のもと、10 日経っ
た夢風酒を試飲。「仕込み途中のお酒
を初めて飲みましたが、火入れされた
夢風酒とは一味違い、美味！」と船水
さん。遠田杜氏不在のため、営業部長
の荘司さんから話を聞き、杜氏の夢風
酒にかける熱い思いを感じました。

法政大学人間環境学部教授
　　　　　　　西城戸誠さんの寄稿より
　生活クラブ風車「夢風 ｣が誕生して
５年が経ちました。首都圏から遠く離
れた秋田県に風車をつくり、電気を供

給することは原発と同じではないかと
いう指摘が当初、生活クラブ内部で
あったと聞いています。そこから、に
かほ市・にかほ市住民と生活クラブ生
協・組合員が ｢対等互恵 ｣の関係をつ
くっていくための実践が展開されまし
た。消費材の共同開発（夢風ブランド）
や風車立地点（芹田地区）での消費材
（トマトケチャップ）の原料生産、に
かほ市・生活クラブにおける数多くの
交流会開催など、５年間の変化に目を
見張ります。2019 年からは遊佐町の
生活クラブの太陽光発電所が建設予定
です。次の５年間で、にかほ市・遊佐
町・生活クラブの三者で、鳥海山麓つ
ながりの新たな連携ができることを期
待したいと思います。　　　（一部抜粋）

風車の発電実績　
　10月の発電量…300,077kWh
　11月の発電量…686,714kWh

コルザ 2018 年２月号 No.391（15）

夢風ニュース＆申込書

申込書・申請書　コルザ２月号

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

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

子ども / 福・た　柳川　　『日本と再生』／組織部　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。

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

参加希
望に○

　
 3/7「子どものため」は誰のため 同伴者（　　人）お名前 　　　　　　

　　　　　　（家族・組合員・員外）

2/23 3/8『日本と再生』上映会 同伴者（　　人）お名前
（家族・組合員・員外）

託　児
（ひらがなで）

なまえ /　　　　　　　（男・女）　　才　　ヵ月　アレルギー（有・無）

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）

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

＊夢風ニュース vol.65、vol.66 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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バレンタインウィーク（1/29 ～ 2/14)
　生活クラブのチョコレートはおいしさに定評あり！バレンタインの準
　備はデポーで！人気のトリュフセットや「歩」のクッキーなどが入荷。

生産者紹介：王隠堂ウィーク（2/5 ～10）梅干や柿などで人気
　 生産者「王隠堂」とそのおすすめ消費材をご紹介します。
ビオサポ週（2/5 ～ 10）ビオサポレシピを紹介。試食あり
    日程はデポー毎に。　　 2/5：みつわ台　大津ヶ丘　松葉町
　2/6：真砂　浦安　  2/7：木刈　園生　　2/8：新松戸
あったかビタミンフェア（2/ ９・10）風邪予防にビタミン類を！
　シチュー用の野菜や柑橘類がおすすめ。体が温まる生姜汁をご紹介。
　牛肉煮込み用・鶏肉モモ・鶏肉ムネ
　クリームシチュールウ・ホワイトルウフレーク
　デミグラスソース・ビーフシチュールウ
韓国ウィーク（2/12 ～ 18）
　ピリ辛でおいしい韓国料理の食材をそろえます。
　唐辛子パワーで体の芯から温まりましょう。

生産者紹介：枕崎ウィーク（2/12 ～ 18）
　枕崎市漁協と、ぶえん鰹や本場のさつま揚げを紹介します。
　ビジョンフード豚肉の日 (2/15）　２月のテーマは「食肉」。
　この日は豚肉を紹介します。　
九州フェア（2/16・17）
　 枕崎市漁協の人気アイテム
生産者紹介：長崎ウィーク（2/19 ～ 25）長崎県魚連
　煮干や魚介類でおなじみの長崎県漁連をご紹介します。
ひなまつりウィーク（2/19 ～ 3/3）ひなまつり用の品目が入荷
　人気の「丸きんまんじゅう」の冷凍スィーツのほか、
　ひなまつりにおすすめのお菓子などをご紹介します。
プレひなまつりフェア（2/23・24）　Wポイントデー
　ホームパーティーはデポーにおまかせ！一足早く、
　ひなまつりのおすすめ品。　ちらし寿司関連品・甘酒
生産者紹介：九州お菓子ウィーク（2/26 ～3/4）丸きんまんじゅう
　九州の生産者「丸きんまんじゅう」の冷凍スィーツ各種をご紹介。
　

５％
off 

生産者紹介：枕崎ウィーク（2/12 ～ 18）

生産者紹介：王隠堂ウィーク（2/5 ～10）梅干や柿などで人気

韓国ウィーク（2/12 ～ 18）

バレンタインウィーク（1/29 ～ 2/14)

あったかビタミンフェア（2/ ９・10）風邪予防にビタミン類を！

ビオサポ週（2/5 ～ 10）ビオサポレシピを紹介。試食あり

日 月 火 水 木 金 土
４　 ５ ６ ７ ８ ９ 10

11

　お休み　

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22  23 24

25 26 27 28
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２月のデポー

＊ 2018 年 1 月 11 日作成　イベントや入荷予定、試食の内容などは変更になることもあります。

イベント案内

せっけんの街の日

ほうきね牛入荷

　デポーで、つくった人に会ってみよう！

2/5 スリーエイト（はちみつ）：真砂

2/6 泰山食品（漬魚）：新松戸

2/7 東京カリント（かりんとう）：松葉町、
丸きんまんじゅう（冷凍スイーツ）：園生

2/8 丸きんまんじゅう（冷凍スイーツ）：おおたかの森

2/9 宮島醤油フレーバー（パスタソース）：浦安、こめや食品（おでん
種）：園生、マルモ青木味噌（味噌）：おおたかの森

2/14 メグミルク（カレールウフレーク）：真砂

2/15 奥和（あじの開き）：みつわ台

2/16
丸和食品（がんもどき）：真砂、宮島醤油フレーバー（パスタソース）：
新松戸、タイヘイ（丸大豆醤油）：大津ヶ丘、
栃木県開拓農協（豚肉解体・野菜）：園生

2/17 タイヘイ（丸大豆醤油）：浦安、こめや食品（おでん種）：おおたかの森

2/18 オルターフーズ（中華まんじゅう）：おおたかの森

2/19 凡（ジャム）：真砂

2/20 全国農協食品（冷凍米飯類）：新松戸、丸和食品（がんもどき）：松葉町

2/21 冷凍食品（ニッコー）：真砂

2/22 ニューオークボ（パスタ）：新松戸

2/23 井筒屋（手延べうどん）：真砂、秋川牧園（丹精國鶏）：大津ヶ丘、
平田牧場（豚肉）：木刈

2/24 栃木県開拓農協（開拓牛）：真砂、栃木県開拓農協（野菜）：大津ヶ丘、ヴィ
ボン（オリーブオイル）：木刈、ニューオークボ（パスタ）：おおたかの森

2/26 オルタートレードジャパン（エコシュリンプ・バナナ）：園生

５％
off 

・２月は 11 日（日）

・３月は 11 日（日）お休みです。
デポーの
お休み

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 

　ビジョンフード豚肉の日 (2/15）　２月のテーマは「食肉」。　　　　

ビジョンフードの日

　　　　　　　　　　韓国ウィーク＆枕崎ウィーク（～ 18）

九州フェア

バレンタインウィーク（～2/14）

５％
off 

ひなまつりウィーク（～3/3）

ひなまつりウィーク（2/19 ～ 3/3）ひなまつり用の品目が入荷

プレひなまつりフェア（2/23・24）　Wポイントデー

生産者紹介：九州お菓子ウィーク（2/26 ～3/4）丸きんまんじゅう

　　　                   　　王隠堂ウィーク（～ 10)→園生・大津ヶ丘は 2/6
＊ せ っ けん の 街 の
せっけんなど５％ off

黒豚の日
あったかビタミンフェア

　　　　　　　　　　長崎ウィーク（～ 25）

ひなまつりウィーク（～3/3）

プレひなまつりフェア平牧金華豚の日平牧金華豚の日　　　　　　　　　　長崎ウィーク（～ 25）

冷凍品お買い得
２パック
 以上で ５％

off 

バレンタインウィーク（～2/14）

Wポイントデー

　　　　九州お菓子ウィーク（～ 3/4） 日曜市
（2/25）

牛ひき肉・純カレー粉
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