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組合員の皆さんに６月理事会の報告をします。
１. 生活クラブ連合会は、米国 GM 食品表示ルールに関する米国
農務省への意見書の提出を決めました。生活クラブ連合会の文案
に沿って虹の街も意見書を提出します。
２. 千葉県生協連主催「子どもたちに平和な未来を 2018」が、
８月 10 日（金）にパルシステム千葉地域活動施設「パルひろば

☆ちば」（千葉市中央区）で開催されます。虹の街も組合員に参
加を呼びかけます。
３. 生活クラブ連合会でカタログ類の実験回収が行われることを
受け、虹の街ではセンター松戸がこれに参加します。回収開始は
2018 年９月３日（月）からです。2019 年３月までの実験期間
を経て、４月からは全体化される予定です。

５月の組織報告　総供給高　　707,258,979  円　　
　　　　　　　　総組合員数　42,615 人（班 5,042 人　個別 20,813 人　デポー 11,936 人　経済共済 4,824 人）
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虹の街 Facebook は
こちらから→

小規模保育おおたかの森４月開園　　　　　　　　　　　　　　公園までお散歩
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特集：第 42 回通常総代会

第 42 回通常総代会報告

６月 19 日、船橋市勤労市民センターにおいて第 42 回通常総
代会が開催されました。総代会は、１年に１度開催される生
活クラブ生協の最高意思決定機関です。総代会に提案される
議案は、おおぜいの組合員の意見を聞き、さまざまな会議で
議論を重ねてつくられたものです。それを総代会で、組合員
の代表である総代が参加して決定し、理事会が責任を持って
執行しています。2018 年度の総代の定数は 200 人としています。
昨年度の活動報告や今年度の活動方針の提案について、活発
に質問や意見が発言されました。10 時から始まった総代会は、
賛成多数で全議案が可決され、12 時 20 分に終了しました。

第 1 号議案 2017 年度を振り返り活動報告
　　　　　　　　　　　　　　　提案：並木道代副理事長

●共同購入事業政策
・2017 年度の加入数は 4,835 人で、1,619 人の純増となりま
した。2018 年 3月に生活クラブを特集したテレビ番組（カン
ブリア宮殿）が放映され、加入数が激増しました。事前の放
映予告ちらしやWEB サイト・fcebook を活用したアピール
など広報しました。WEBサイトを通じて 1000 件以上の問い
合わせがありました。
・市原ブロックの茂原市と大網白里市で新規個配展開を行い、
119 人が加入し目標を達成しました。
・「個配手数料の調査検討チーム」を設置し、生活クラブ他単
協の状況、県内他生協の状況を把握し、利用状況を分析しま
した。低額利用者へ向けた個人宅配料徴収の導入に向け方向
性を定め、秋の集いや地域集会で意見交換を行い合意形成を
はかりました。
・生産者コラボ企画を開催しました。組合員、職員が一丸とな
り、上半期は全体で８企画を開催し加入 47人、下半期は５企
画を開催し加入 18人となりました。
・10月 20日、デポーおおたかの森がオープンしました。
オープン日までに 1,000 人の純増目標を達成しました。
３間のオープンイベントでは、生産者・千葉グループや関連
団体との連携で、141 人の加入に繫がりました。
・デポー浦安が 7 月７日リニューアルオープンし、年間で
235 人が加入しました。地域交流スペースU

う ら ら か

LaLaKa と託児
スペースを設けました。
・食料の基本となるビジョンフード（米・牛乳・鶏卵・食肉・

青果）は、持続的・安定的な生産と消費の関係を形成するビジョ
ンです。その実現に向けてビジョンフードよやくらぶキャンペー
ン・予約活動を各ブロックで行いました。
・40周年記念消費材の（有）マルヨーのり製造所の「まいのり」、
（株）ニューオークボの「柏ぱすたカッペリーニ」共に取り組
みが決定しました。
●環境政策
・「さようなら原発 1000 万人署名活動」を継続し、これまで
に 39,903 筆を提出しました。
・生活クラブ風車「夢風」の発電量は計画に対し 106.8％。セ
ンター市原の太陽光発電設備、生活クラブ SOLAR 市原発電
所「そらみん」は設置 3年目となり、10月にイベントを開催。
発電量は計画に対し 114.8％で共に順調に発電を続けていま
す。
・６回目となるリフレッシュツアー in 千葉をふくしま単協と
栃木単協の 3家族を迎え 8月に開催しました。費用のカンパ
活動を行い、1,116 人から 1,101,500 円の協力をいただきま
した。

●地域づくり・福祉政策
・2017 度７月にエッコロ制度の改定を行いました。
・ケアの担い手「エッコロサポーター」は 86人が登録しました。
・2017 年度より、虹の街の地域福祉活動や福祉事業に活用す
るエッコロファンドと、地域福祉の充実のために活動する地
域団体の取り組みを支援するエッコロ福祉助成に改定し実施
しました。
・2018 年４月小規模保育おおたかの森の開園に向けて、準備
をすすめてきました。流山市の認可を受けた保育園で、虹の
街として初めての小規模保育事業となります。
・くらしと家計の相談室は３年が経ち、453 件の相談を受け、
193 件の面談を実施しました。貸し付けは 86 件 6,165 万円
を実行しました。貸し付け以外の解決策の提案と実行は 38件
あり、解決率は 64.2％になりました。
・2017 年 5 月、児童養護施設「はぐくみの杜君津」、自立援
助ホーム「人力舎君津」、乳児院「はぐくみの杜君津赤ちゃん
の家」への食を通じた支援として、無洗米ちばあさひ米 5kg
寄付活動を実施し 325 人の組合員より 422 袋（2,110kg）を
集めました。
・県内 3生協（生活協同組合パルシステム千葉、なのはな生
活協同組合、虹の街）とNPO法人ちばこどもおうえんだんと
の連携・協力により、社会的養護下で暮らす子どもの自立を
応援することを目的に設立した「こども・若者未来基金」の
寄付活動に集中して取り組み、寄付者数 1,625 人、寄付総額
3,587,000 円を集めました。

●広報政策
・3月の生活クラブを特集したテレビ放送（カンブリア宮殿）
には、生活クラブの良さを再確認した絶好の機会とし友人紹
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特　集

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 2,293,018,843 流動負債 847,595,562
　現金預金 948,524,568   買掛金 557,940,528
　供給未収金 1,186,712,681   短期リース債務 50,000,000
　商品 57,828,131   未払金 364,980
　貯蔵品 7,843,437   未払法人税等 6,595,000
　短期貸付金 83,709,865   未払消費税等 　12,339,500
　立替金 1,077,578   未払費用 157,280,604
　前払費用 16,751,852 　前受金 4,949,500
　未収金 13,826,370 　預り金 26,482,721
　貸倒引当金 △ 23,255,639 　賞与引当金 31,642,729

固定資産 3,216,830,34　
  有形固定資産    2,022,600,472
 　建物 366,813,768　 固定負債 85,533,554
　建物附属設備 122,766,143 　退職給付引当金 254,198,595
　構築物 26,213,902 　役員退職慰労引当金 24,053,674
　機械装置 10,172,531 　長期預り保証金 7,281,285
    器具備品 93,596,542 　
    土地 1,357,282,522

負債合計 1,133,129,116　建設仮勘定 45,755,064
1,357,282,522

（純資産の部）

 無形固定資産       6,175,931 組合員資本 4,376,720,067
　電話加入権 5,585,731   出資金   3,722,440,000
　電話施設利用権 16,800
　ソフトウェア 573,400   剰余金   654,280,067

　法定準備金 193,800,000
その他固定資産 1,188,053,937 　修繕積立金 46,000,000
　関係団体等出資金 698,974,000 　別途積立金 350,000,000
　　関係団体出資金 647,410,000 　当期未処分剰余金 64,480,067
　　子会社等株式 51,564,000 　（うち当期剰余金） △ 2,201,172
　長期貸付金 　237,137,515
　長期前払費用　 　3,190,167
　差入保証金 238,564,494
　保険積立金 12,805,965

純資産合計 4,376,720,067　貸倒引当金 △ 2,618,204
　

資産合計 5,509,849,183  負債・純資産合計 5,509,849,183

貸借対照表 2018 年 3 月 31 日現在（単位：円）

・出資金と剰余金を合わせた自己資本は、4,376,720,067円となり、経営の安全
性を測る物差しとしての自己資本率は 79.4％と高い水準で安定性が維持されてい
ます。内部留保（法定準備金や任意積立金等）率は 11.9％になりました。

項　　目 金　　額

Ⅰ　当期未処分剰余金 64,480,067
Ⅱ　剰余金処分額
　　１　法定準備金 　
　　２　任意積立金
　　　（１）福祉事業積立金 　21,465,713　　　   21,465,713
Ⅲ　次期繰越剰余金 43,014,354

剰余金処分 （単位：円）

科　　目 金　　額
明　　細 合　　計

供給事業 8,094,112,828
　供給高
　供給原価
　　期首商品棚卸高 50,927,482
　　仕入高 5,997,002,346
　　　合計 6,047,929,828
　　期末商品棚卸高 57,828,131 5,990,101,697
　　    　供給剰余金 2,104,011,131
福祉事業
　　福祉事業収入 2,000,000
        福祉事業費用 4,533,287

福祉事業剰余金 △ 2,533,287
機関紙事業
　　機関紙事業収入 36,252,402
        機関紙事業原価 25,280,518

機関紙剰余金 10,971,884
エッコロ事業
　エッコロ事業収入 39,232,790
　エッコロ事業費用 23,627,147
エッコロ事業剰余金 15,605,643

その他事業収入
　共済受託手数料 70,592,194
　組合員活動費収入
　賃貸料収入

40,085,495
27,708,443

　その他 19,329,138
 その他事業収入計 157,715,270

事業総剰余金 2,285,770,641
事業経費
　人件費 758,631,637
　委託費 958,109,210
　物件費 610,699,067 2,327,439,914

事業剰余金 △ 41,669,273
事業外収益
　受取利息配当金 8,924,221
　雑収入 16,581,539 25,505,760
事業外費用
　支払利息 250,000
　　寄付金

　　雑損失　　

400,000
1,382,614 2,032,614

　経常剰余金 △ 18,196,127
特別利益
    補助金収入 23,999,000 23,999,000
特別損失
　固定資産除却損 1,409,045 1,409,045

22,589,955
税引前当期剰余金 4,393,828

　　法　人　税　等 6,595,000 
　　当 期 剰 余 金 △ 2,201,172

当期首繰越剰余金 56,681,239
　修繕積立金取崩額

　当期未処分剰余金
10,000,000
64,480,067

損益計算書
（自 2017 年 4 月 1 日　至 2018 年 3 月 31 日）　　　（単位：円）

・供給高は予算比 95.4％でした。事業経費は予算比 97.0％
となりました。経常剰余は△18,196,127 円となり、税引前
当期剰余金は 4,393,828 円となりました。

・小規模保育おおたかの森の事業において生じた剰余金は福祉事業積立金とし、次期繰越剰余金として、43,014,354円を繰り越します
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特集：第 42 回通常総代会

第 42 回通常総代会報告

６月 19 日、船橋市勤労市民センターにおいて第 42 回通常総
代会が開催されました。総代会は、１年に１度開催される生
活クラブ生協の最高意思決定機関です。総代会に提案される
議案は、おおぜいの組合員の意見を聞き、さまざまな会議で
議論を重ねてつくられたものです。それを総代会で、組合員
の代表である総代が参加して決定し、理事会が責任を持って
執行しています。2018 年度の総代の定数は 200 人としています。
昨年度の活動報告や今年度の活動方針の提案について、活発
に質問や意見が発言されました。10 時から始まった総代会は、
賛成多数で全議案が可決され、12 時 20 分に終了しました。

第 1 号議案 2017 年度を振り返り活動報告
　　　　　　　　　　　　　　　提案：並木道代副理事長

●共同購入事業政策
・2017 年度の加入数は 4,835 人で、1,619 人の純増となりま
した。2018 年 3月に生活クラブを特集したテレビ番組（カン
ブリア宮殿）が放映され、加入数が激増しました。事前の放
映予告ちらしやWEB サイト・fcebook を活用したアピール
など広報しました。WEBサイトを通じて 1000 件以上の問い
合わせがありました。
・市原ブロックの茂原市と大網白里市で新規個配展開を行い、
119 人が加入し目標を達成しました。
・「個配手数料の調査検討チーム」を設置し、生活クラブ他単
協の状況、県内他生協の状況を把握し、利用状況を分析しま
した。低額利用者へ向けた個人宅配料徴収の導入に向け方向
性を定め、秋の集いや地域集会で意見交換を行い合意形成を
はかりました。
・生産者コラボ企画を開催しました。組合員、職員が一丸とな
り、上半期は全体で８企画を開催し加入 47人、下半期は５企
画を開催し加入 18人となりました。
・10月 20日、デポーおおたかの森がオープンしました。
オープン日までに 1,000 人の純増目標を達成しました。
３間のオープンイベントでは、生産者・千葉グループや関連
団体との連携で、141 人の加入に繫がりました。
・デポー浦安が 7 月７日リニューアルオープンし、年間で
235 人が加入しました。地域交流スペースU

う ら ら か

LaLaKa と託児
スペースを設けました。
・食料の基本となるビジョンフード（米・牛乳・鶏卵・食肉・

青果）は、持続的・安定的な生産と消費の関係を形成するビジョ
ンです。その実現に向けてビジョンフードよやくらぶキャンペー
ン・予約活動を各ブロックで行いました。
・40周年記念消費材の（有）マルヨーのり製造所の「まいのり」、
（株）ニューオークボの「柏ぱすたカッペリーニ」共に取り組
みが決定しました。
●環境政策
・「さようなら原発 1000 万人署名活動」を継続し、これまで
に 39,903 筆を提出しました。
・生活クラブ風車「夢風」の発電量は計画に対し 106.8％。セ
ンター市原の太陽光発電設備、生活クラブ SOLAR 市原発電
所「そらみん」は設置 3年目となり、10月にイベントを開催。
発電量は計画に対し 114.8％で共に順調に発電を続けていま
す。
・６回目となるリフレッシュツアー in 千葉をふくしま単協と
栃木単協の 3家族を迎え 8月に開催しました。費用のカンパ
活動を行い、1,116 人から 1,101,500 円の協力をいただきま
した。

●地域づくり・福祉政策
・2017 度７月にエッコロ制度の改定を行いました。
・ケアの担い手「エッコロサポーター」は 86人が登録しました。
・2017 年度より、虹の街の地域福祉活動や福祉事業に活用す
るエッコロファンドと、地域福祉の充実のために活動する地
域団体の取り組みを支援するエッコロ福祉助成に改定し実施
しました。
・2018 年４月小規模保育おおたかの森の開園に向けて、準備
をすすめてきました。流山市の認可を受けた保育園で、虹の
街として初めての小規模保育事業となります。
・くらしと家計の相談室は３年が経ち、453 件の相談を受け、
193 件の面談を実施しました。貸し付けは 86 件 6,165 万円
を実行しました。貸し付け以外の解決策の提案と実行は 38件
あり、解決率は 64.2％になりました。
・2017 年 5 月、児童養護施設「はぐくみの杜君津」、自立援
助ホーム「人力舎君津」、乳児院「はぐくみの杜君津赤ちゃん
の家」への食を通じた支援として、無洗米ちばあさひ米 5kg
寄付活動を実施し 325 人の組合員より 422 袋（2,110kg）を
集めました。
・県内 3生協（生活協同組合パルシステム千葉、なのはな生
活協同組合、虹の街）とNPO法人ちばこどもおうえんだんと
の連携・協力により、社会的養護下で暮らす子どもの自立を
応援することを目的に設立した「こども・若者未来基金」の
寄付活動に集中して取り組み、寄付者数 1,625 人、寄付総額
3,587,000 円を集めました。

●広報政策
・3月の生活クラブを特集したテレビ放送（カンブリア宮殿）
には、生活クラブの良さを再確認した絶好の機会とし友人紹
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特　集

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

（資産の部） （負債の部）
流動資産 2,293,018,843 流動負債 847,595,562
　現金預金 948,524,568   買掛金 557,940,528
　供給未収金 1,186,712,681   短期リース債務 50,000,000
　商品 57,828,131   未払金 364,980
　貯蔵品 7,843,437   未払法人税等 6,595,000
　短期貸付金 83,709,865   未払消費税等 　12,339,500
　立替金 1,077,578   未払費用 157,280,604
　前払費用 16,751,852 　前受金 4,949,500
　未収金 13,826,370 　預り金 26,482,721
　貸倒引当金 △ 23,255,639 　賞与引当金 31,642,729

固定資産 3,216,830,34　
  有形固定資産    2,022,600,472
 　建物 366,813,768　 固定負債 85,533,554
　建物附属設備 122,766,143 　退職給付引当金 254,198,595
　構築物 26,213,902 　役員退職慰労引当金 24,053,674
　機械装置 10,172,531 　長期預り保証金 7,281,285
    器具備品 93,596,542 　
    土地 1,357,282,522

負債合計 1,133,129,116　建設仮勘定 45,755,064
1,357,282,522

（純資産の部）

 無形固定資産       6,175,931 組合員資本 4,376,720,067
　電話加入権 5,585,731   出資金   3,722,440,000
　電話施設利用権 16,800
　ソフトウェア 573,400   剰余金   654,280,067

　法定準備金 193,800,000
その他固定資産 1,188,053,937 　修繕積立金 46,000,000
　関係団体等出資金 698,974,000 　別途積立金 350,000,000
　　関係団体出資金 647,410,000 　当期未処分剰余金 64,480,067
　　子会社等株式 51,564,000 　（うち当期剰余金） △ 2,201,172
　長期貸付金 　237,137,515
　長期前払費用　 　3,190,167
　差入保証金 238,564,494
　保険積立金 12,805,965

純資産合計 4,376,720,067　貸倒引当金 △ 2,618,204
　

資産合計 5,509,849,183  負債・純資産合計 5,509,849,183

貸借対照表 2018 年 3 月 31 日現在（単位：円）

・出資金と剰余金を合わせた自己資本は、4,376,720,067円となり、経営の安全
性を測る物差しとしての自己資本率は 79.4％と高い水準で安定性が維持されてい
ます。内部留保（法定準備金や任意積立金等）率は 11.9％になりました。

項　　目 金　　額

Ⅰ　当期未処分剰余金 64,480,067
Ⅱ　剰余金処分額
　　１　法定準備金 　
　　２　任意積立金
　　　（１）福祉事業積立金 　21,465,713　　　   21,465,713
Ⅲ　次期繰越剰余金 43,014,354

剰余金処分 （単位：円）

科　　目 金　　額
明　　細 合　　計

供給事業 8,094,112,828
　供給高
　供給原価
　　期首商品棚卸高 50,927,482
　　仕入高 5,997,002,346
　　　合計 6,047,929,828
　　期末商品棚卸高 57,828,131 5,990,101,697
　　    　供給剰余金 2,104,011,131
福祉事業
　　福祉事業収入 2,000,000
        福祉事業費用 4,533,287

福祉事業剰余金 △ 2,533,287
機関紙事業
　　機関紙事業収入 36,252,402
        機関紙事業原価 25,280,518

機関紙剰余金 10,971,884
エッコロ事業
　エッコロ事業収入 39,232,790
　エッコロ事業費用 23,627,147
エッコロ事業剰余金 15,605,643

その他事業収入
　共済受託手数料 70,592,194
　組合員活動費収入
　賃貸料収入

40,085,495
27,708,443

　その他 19,329,138
 その他事業収入計 157,715,270

事業総剰余金 2,285,770,641
事業経費
　人件費 758,631,637
　委託費 958,109,210
　物件費 610,699,067 2,327,439,914

事業剰余金 △ 41,669,273
事業外収益
　受取利息配当金 8,924,221
　雑収入 16,581,539 25,505,760
事業外費用
　支払利息 250,000
　　寄付金

　　雑損失　　

400,000
1,382,614 2,032,614

　経常剰余金 △ 18,196,127
特別利益
    補助金収入 23,999,000 23,999,000
特別損失
　固定資産除却損 1,409,045 1,409,045

22,589,955
税引前当期剰余金 4,393,828

　　法　人　税　等 6,595,000 
　　当 期 剰 余 金 △ 2,201,172

当期首繰越剰余金 56,681,239
　修繕積立金取崩額

　当期未処分剰余金
10,000,000
64,480,067

損益計算書
（自 2017 年 4 月 1 日　至 2018 年 3 月 31 日）　　　（単位：円）

・供給高は予算比 95.4％でした。事業経費は予算比 97.0％
となりました。経常剰余は△18,196,127 円となり、税引前
当期剰余金は 4,393,828 円となりました。

・小規模保育おおたかの森の事業において生じた剰余金は福祉事業積立金とし、次期繰越剰余金として、43,014,354円を繰り越します
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特　集

介に 繋げられるよう事前の告知やデポー掲示・関連団体への
周知と情報拡散などに努めました。
●組織運営政策
・228 のコミュニティが結成され、参加人数は、2016 年度の
1,570 人から 1,634 人と大きく増えました。こども食堂や憲
法カフェなど、現在の社会情勢を反映した事柄を活動テーマ
にするコミュニティが徐々に増えています。
・活動サポーターとワーク参加システムは、個で参加できる組
合員活動の入り口として大きな役割を果たしています。サポー
ターの登録者は全体で 458 人。2013 年度からスタートし、年々
登録者が増えています。
・ワーク参加システムの登録者は 792 人です。ちらしのポス
ティングでは拡大に大きく貢献しています。

第 2 号議案   事業報告・決算報告及び剰余金処分の承認
　　　　　　　　　　　　　　　提案：庄村秀泰常務理事

　決算報告など３・６ページ表参照。

第３号議案　2017 年度活動方針及び収支予算計画
　提案：片桐浩章専務理事

● FECW共生圏づくり
・FEC 自給圏の形成として「食の自給力を高め、持続可能な
生産と消費を実現すること」「環境を保全し、持続可能な「環
境を保全し、持続可能な循環型社会をつくること」「人々がた
すけあい、持続可能な包摂型社会をつくること」を私たち生
活クラブの運動と事業の基本と捉え、2018 年度においてもそ
の具体化をすすめます。
・Food( 食糧 )、Energy（自然・再生エネルギー）、Care( 介
護・ケア ) に Work( 働く ) を加え、自給圏から共生圏とし、

「FECW 共生圏」の形成をめざします。少子高齢化、生産人
口の減少により人手不足が激化するなか、平均年収が下がり、
男女が働きあい、女性の社会進出がさらにすすみ、障がい者・
ユニバーサル就労の推進など働くことが重要な社会になりま
す。FEC 自給圏という一定の地域のなかで食・エネルギーの
自給やケアを地域内でという枠を基本にしつつ、多種多様な
人々が対等な立場でお互いを尊重し、支え合って共に生きて
いく共生社会をつくるために共生圏とします。「FECW 共生圏」
の形成を運動と事業の基本と捉えて取り組み、その形成につ
いては、同じ考えを持ち地域貢献をすすめる風の村と共通方
針とし、虹の街、風の村が連携し「FECW 共生圏」の形成を
地域ですすめていきます。

●共同購入事業政策
・年間拡大計画数を 4,474 人とし、組合員・専従事務局・ワー
カーズが一丸となり拡大活動を推進します。達成に向けては、
センター・デポーで拡大実行計画を立てすすめます。都市部
や遠隔地においては、地域の特性をいかした拡大戦略を立案

します。
・ブランディング政策は４年目を迎え「ステップアップ期」と
して、拡大力強化を目的に EC ／ WEB に関するリニューアル（e
くらぶ・WEB サイト全般の使い勝手の良さ向上をめざし、生
活クラブ関心層から新規加入者・コア利用者までを一貫して
管理するシステムの構築）の準備をすすめます。
・ブロックの未組織配送エリアを調査し、個配未展開エリアへ
の配送など、地域性に基づく拡大をすすめます。
・8 月にデポー新松戸のリニューアルを行います。ブロックで
リニューアル委員会を立ちあげ拡大計画を立案し、組合員と
専従事務局・ワーカーズが連携して集中した組合員拡大に取
り組みます。
・ビジョンフード（米・牛乳・鶏卵・食肉・青果）は、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すビ
ジョンから、その実現に向け、持続的・安定的な消費を実践
し持続的生産を支えます。米を食べる人を増やすことを目的
に米食イノベーション「おにぎりチャレンジ」に取り組みます。
・生産者と共にすすめてきた共同購入運動、今後すすめてい
く共同購入運動について学びます。７月２日にシンポジウム

「発見！生活クラブの原点」、10 月６日に「虹いろフェスタ
2018」など年間を通した活動を組み立てます。
・世帯あたり利用高は、12.8％の組合員が週あたり 1 ～ 1,999
円となっています。また OCR 提出率も低下（月に１～３回の
注文が増え注文者数も減少）しています。配送手数料に関し
て生活クラブの各単協や県内生協の状況を調査した結果、手
数料の設定金額・対象となる要件・免責事項など事業政策・
各組織によってまちまちでした。個配組合員の低額利用者か
らの手数料の徴収を９月注文分（10 月請求書に反映）より実
施します。

●環境政策
・脱原発の声を拡充させ、自然エネルギー 100% の供給には
おおぜいの参加が必要です。18 年度は生活クラブでんきの登
録目標を 400 件とし、推進活動を行います。
・生協事業による CO2 削減として、生活クラブ連合会では
2019 年度からのカタログ類回収リサイクルを予定していま
す。全体実施に先立ち、虹の街からはセンター松戸が実験回
収の取り組みに参加します。
●福祉政策
・2018 年度エッコロファンドは、スワンベーカリー（障がい
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理事長　木村庸
つね

子

2018 年度の理事会メンバーです！

　第 42回通常総代会は組合員代表の総代により
全議案賛成可決しました。2015 年度開始の生活
相談・家計再生支援貸付事業、昨年度オープンし
たデポーおおたかの森、脱原発運動の東海第２原
発再稼働と六ヶ所再処理工場の問題などの質疑が
あり、議事終了後はデポーおおたかの森と４月開
所の小規模保育施設を映像で紹介しました。総代
の皆さんお疲れさまでした。
　第 11次中期計画の２年度目にあたる 2018 年
度は、「FEC自給圏づくり」を継続発展し、「FECW
共生圏づくり」を推進していきます。組合員及び
多様な市民の参加により、食・エネルギー・ケア・
働くを自治し、協同と連帯により共にささえあい
ながら生きていく持続可能な社会をつくりたいと
思いをこめています。３月のTV放映で語られて
いた生活クラブ運動がずっとめざしている「人間
が人間らしく生きていく社会」は、今こそ必要な
理念だと思います。本来大人が守るべき子どもの
痛ましい事件は後を絶ちません。貧困格差や社会
的孤立は深刻化し、私たちを取り巻く地域社会の
課題は複雑に多様化しています。
　単協各委員会、ブロック運営、コミュニティ活
動、フォーラム活動、生活クラブ千葉グループと
の連携、意志ある団体との連携、生産者との交流
など、私たちにできることをおおぜいの参加で今
年度も活動していきましょう。

  理事長あいさつ

者就労支援事業 )、「くらしと家計の相談室」（生活相談・家計
再生支援貸付事業）、「アリエッティ基金」に、新規に取り組
む小規模保育園事業の虹の街の４つの福祉事業に合計 550 万
円を助成します。
・小規模保育事業は、虹の街の保育理念、保育方針にもとづき、
「目標とする子どもの姿」を実現できるよう取り組みます。子
どもの権利や最善の利益が守られ、健やかに育つことを最優
先に日常の保育が行なわれるように各種保育マニュアルを整
備し、これに沿って保育を実施します。一時預かりを始めます。
・くらしと家計の相談室は４年目を迎えます。自立支援制度を
通じた事業展開を中軸に据えながら、広く県民に周知される
よう広報につとめます。
●広報政策
・総合的なブランディングイメージを一層高め、WEBを活用
した情報発信を行い、拡大力の向上をめざします。
●組織運営政策
・組合員個人の参加、「個」をつなぐ仕組みとしてのコミュニ
ティ・活動サポーター・ワーク参加システム・フォーラムな
どの活動を横断的に展開します。組合員の登場の場をつくり、
地域で豊かな関係性や柔軟な姿勢で FECW共生圏の形成を通
じた地域づくりをすすめます。
第４号議案　役員選挙　

提案：役員選挙管理委員会　本多眞理子委員長

第５号議案　役員の報酬決定、第６号議案　役員退職
慰労金支給、第 7 号議案　次期役員選挙管理委員選出、
第８号議案　組合員の法定脱退処理　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　提案：庄村秀泰常務理事 

生活クラブ虹の街理事会
議案 有効 賛成 反対
1 号 187 186 1
2 号 187 184 1
3 号 187 185 1
4 号 無投票当選
5 号 187 185 0
6 号 187 185 0
7 号 187 186 0
8 号 187 186 0

採 択 結 果

コルザ 2018 年８月号 No.397（5）

採択のようす

1808②～⑥ 5.indd   4 2018/07/13   13:32:41コルザ8月.indd   4 18/07/13   14:44



（4）コルザ 2018 年８月号 No.397

特　集

介に 繋げられるよう事前の告知やデポー掲示・関連団体への
周知と情報拡散などに努めました。
●組織運営政策
・228 のコミュニティが結成され、参加人数は、2016 年度の
1,570 人から 1,634 人と大きく増えました。こども食堂や憲
法カフェなど、現在の社会情勢を反映した事柄を活動テーマ
にするコミュニティが徐々に増えています。
・活動サポーターとワーク参加システムは、個で参加できる組
合員活動の入り口として大きな役割を果たしています。サポー
ターの登録者は全体で 458 人。2013 年度からスタートし、年々
登録者が増えています。
・ワーク参加システムの登録者は 792 人です。ちらしのポス
ティングでは拡大に大きく貢献しています。

第 2 号議案   事業報告・決算報告及び剰余金処分の承認
　　　　　　　　　　　　　　　提案：庄村秀泰常務理事

　決算報告など３・６ページ表参照。

第３号議案　2017 年度活動方針及び収支予算計画
　提案：片桐浩章専務理事

● FECW共生圏づくり
・FEC 自給圏の形成として「食の自給力を高め、持続可能な
生産と消費を実現すること」「環境を保全し、持続可能な「環
境を保全し、持続可能な循環型社会をつくること」「人々がた
すけあい、持続可能な包摂型社会をつくること」を私たち生
活クラブの運動と事業の基本と捉え、2018 年度においてもそ
の具体化をすすめます。
・Food( 食糧 )、Energy（自然・再生エネルギー）、Care( 介
護・ケア ) に Work( 働く ) を加え、自給圏から共生圏とし、

「FECW 共生圏」の形成をめざします。少子高齢化、生産人
口の減少により人手不足が激化するなか、平均年収が下がり、
男女が働きあい、女性の社会進出がさらにすすみ、障がい者・
ユニバーサル就労の推進など働くことが重要な社会になりま
す。FEC 自給圏という一定の地域のなかで食・エネルギーの
自給やケアを地域内でという枠を基本にしつつ、多種多様な
人々が対等な立場でお互いを尊重し、支え合って共に生きて
いく共生社会をつくるために共生圏とします。「FECW 共生圏」
の形成を運動と事業の基本と捉えて取り組み、その形成につ
いては、同じ考えを持ち地域貢献をすすめる風の村と共通方
針とし、虹の街、風の村が連携し「FECW 共生圏」の形成を
地域ですすめていきます。

●共同購入事業政策
・年間拡大計画数を 4,474 人とし、組合員・専従事務局・ワー
カーズが一丸となり拡大活動を推進します。達成に向けては、
センター・デポーで拡大実行計画を立てすすめます。都市部
や遠隔地においては、地域の特性をいかした拡大戦略を立案

します。
・ブランディング政策は４年目を迎え「ステップアップ期」と
して、拡大力強化を目的に EC ／ WEB に関するリニューアル（e
くらぶ・WEB サイト全般の使い勝手の良さ向上をめざし、生
活クラブ関心層から新規加入者・コア利用者までを一貫して
管理するシステムの構築）の準備をすすめます。
・ブロックの未組織配送エリアを調査し、個配未展開エリアへ
の配送など、地域性に基づく拡大をすすめます。
・8 月にデポー新松戸のリニューアルを行います。ブロックで
リニューアル委員会を立ちあげ拡大計画を立案し、組合員と
専従事務局・ワーカーズが連携して集中した組合員拡大に取
り組みます。
・ビジョンフード（米・牛乳・鶏卵・食肉・青果）は、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すビ
ジョンから、その実現に向け、持続的・安定的な消費を実践
し持続的生産を支えます。米を食べる人を増やすことを目的
に米食イノベーション「おにぎりチャレンジ」に取り組みます。
・生産者と共にすすめてきた共同購入運動、今後すすめてい
く共同購入運動について学びます。７月２日にシンポジウム

「発見！生活クラブの原点」、10 月６日に「虹いろフェスタ
2018」など年間を通した活動を組み立てます。
・世帯あたり利用高は、12.8％の組合員が週あたり 1 ～ 1,999
円となっています。また OCR 提出率も低下（月に１～３回の
注文が増え注文者数も減少）しています。配送手数料に関し
て生活クラブの各単協や県内生協の状況を調査した結果、手
数料の設定金額・対象となる要件・免責事項など事業政策・
各組織によってまちまちでした。個配組合員の低額利用者か
らの手数料の徴収を９月注文分（10 月請求書に反映）より実
施します。

●環境政策
・脱原発の声を拡充させ、自然エネルギー 100% の供給には
おおぜいの参加が必要です。18 年度は生活クラブでんきの登
録目標を 400 件とし、推進活動を行います。
・生協事業による CO2 削減として、生活クラブ連合会では
2019 年度からのカタログ類回収リサイクルを予定していま
す。全体実施に先立ち、虹の街からはセンター松戸が実験回
収の取り組みに参加します。
●福祉政策
・2018 年度エッコロファンドは、スワンベーカリー（障がい
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理事長　木村庸
つね

子

2018 年度の理事会メンバーです！

　第 42回通常総代会は組合員代表の総代により
全議案賛成可決しました。2015 年度開始の生活
相談・家計再生支援貸付事業、昨年度オープンし
たデポーおおたかの森、脱原発運動の東海第２原
発再稼働と六ヶ所再処理工場の問題などの質疑が
あり、議事終了後はデポーおおたかの森と４月開
所の小規模保育施設を映像で紹介しました。総代
の皆さんお疲れさまでした。
　第 11 次中期計画の２年度目にあたる 2018 年
度は、「FEC自給圏づくり」を継続発展し、「FECW
共生圏づくり」を推進していきます。組合員及び
多様な市民の参加により、食・エネルギー・ケア・
働くを自治し、協同と連帯により共にささえあい
ながら生きていく持続可能な社会をつくりたいと
思いをこめています。３月のTV放映で語られて
いた生活クラブ運動がずっとめざしている「人間
が人間らしく生きていく社会」は、今こそ必要な
理念だと思います。本来大人が守るべき子どもの
痛ましい事件は後を絶ちません。貧困格差や社会
的孤立は深刻化し、私たちを取り巻く地域社会の
課題は複雑に多様化しています。
　単協各委員会、ブロック運営、コミュニティ活
動、フォーラム活動、生活クラブ千葉グループと
の連携、意志ある団体との連携、生産者との交流
など、私たちにできることをおおぜいの参加で今
年度も活動していきましょう。

  理事長あいさつ

者就労支援事業 )、「くらしと家計の相談室」（生活相談・家計
再生支援貸付事業）、「アリエッティ基金」に、新規に取り組
む小規模保育園事業の虹の街の４つの福祉事業に合計 550 万
円を助成します。
・小規模保育事業は、虹の街の保育理念、保育方針にもとづき、
「目標とする子どもの姿」を実現できるよう取り組みます。子
どもの権利や最善の利益が守られ、健やかに育つことを最優
先に日常の保育が行なわれるように各種保育マニュアルを整
備し、これに沿って保育を実施します。一時預かりを始めます。
・くらしと家計の相談室は４年目を迎えます。自立支援制度を
通じた事業展開を中軸に据えながら、広く県民に周知される
よう広報につとめます。
●広報政策
・総合的なブランディングイメージを一層高め、WEBを活用
した情報発信を行い、拡大力の向上をめざします。
●組織運営政策
・組合員個人の参加、「個」をつなぐ仕組みとしてのコミュニ
ティ・活動サポーター・ワーク参加システム・フォーラムな
どの活動を横断的に展開します。組合員の登場の場をつくり、
地域で豊かな関係性や柔軟な姿勢で FECW共生圏の形成を通
じた地域づくりをすすめます。
第４号議案　役員選挙　

提案：役員選挙管理委員会　本多眞理子委員長

第５号議案　役員の報酬決定、第６号議案　役員退職
慰労金支給、第 7 号議案　次期役員選挙管理委員選出、
第８号議案　組合員の法定脱退処理　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　提案：庄村秀泰常務理事 

生活クラブ虹の街理事会
議案 有効 賛成 反対
1 号 187 186 1
2 号 187 184 1
3 号 187 185 1
4 号 無投票当選
5 号 187 185 0
6 号 187 185 0
7 号 187 186 0
8 号 187 186 0

採 択 結 果

コルザ 2018 年８月号 No.397（5）

採択のようす
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（6）コルザ 2018 年８月号 No.397

特　集

項　目 金　額（千円） 構成比％ 前年比％
（経常損益の部）

事業損益の部
 Ⅰ．供給事業
　1．供　給　高 8,497,808 100.0 105.0
　（１）個配 5,537,280 65.2 105.3
　（２）デポー 1,738,268 20.5 111.1
　（３）班 1,164,492 13.7 95.9
　（４）スワンベーカリー 57,768 0.7 106.1
　2．供　給　原　価 6,273,964 73.8 104.7

供給剰余金 2,223,844 26.2 105.7
 Ⅱ．福祉事業
　1．福祉事業収入 47,044 100.0 2352.2
　2．福祉事業費用 45,702 97.1 1008.2

福祉剰余金 1,342 2.9 -
 Ⅲ．機関紙事業
　1．機関紙事業収入 39,128 100.0 107.9
　2．機関紙事業原価 27,240 69.6 107.8

機関紙剰余金 11,888 30.4 108.4
 Ⅳ．エッコロ事業
　1．エッコロ事業収入 40,496 100.0 103.2
　2．エッコロ事業費用 26,703 65.9 113.0

エッコロ剰余金 13,793 34.1 88.4
 Ⅴ．その他事業収入 164,087 100.0 104.0

事業総剰余金 2,414,954 27.6 105.7
 Ⅵ．事業経費
　（１）人件費 779,233 8.9 102.7
　（２）委託費 979,164 11.2 102.2
　（３）物件費 652,373 7.5 106.8

事業剰余金 4,184 - -
事業外損益の部
 Ⅶ．事業外収益 13,350 0.2 52.3
 Ⅷ．事業外費用 450 - 22.1

経常剰余金 17,084 0.2 -
（特別損益の部）

 Ⅸ．特別利益 0 - -
 Ⅹ．特別損失 1,921 - 136.3

　　　　税引前剰余金 15,163 0.2 345.2

2018 年度予算　　　　　

供給実績（千円） 世帯別（円）前年比（％）
班 1,214,771 19,371 93.1%

個 配 5,260,946 21,828 101.0%
センター 　6,475,716 21,321 99.5%
デポー 1,563,953 11,783 102.8%

共同購入計 8,039,669 18,420 100.1%

2017 年度供給高実績

・17 年４月１日～ 18 年 3 月 31 日までの供給実績です。
　供給高合計は、前年比 100.1％となりました。

班 個配 デポー 合計
期首組合員数 5,343 19,823 10,617 35,783
加入数（＋） 148 2,342 2,345 4,835
脱退移動数（－） 223 1,669 1,197 3,089
純増数 － 288 641 1,266 1,619
期末組合員数 5,055 20,464 11,883 37,402

共同購入の組合員数　 （単位：人）

共同購入 共済のみ 全　体
期首組合員数 35,783 4,552 40,335
期末組合員数 37,402 4,781 42,183
純増数 1,619 229 1,848

全体の組合員数　　　

2018 年度予算 2017 年度実績
金　額

（千円）
事業収入
比（％）

前年予算
比（％）

金　額
（千円）

事業収入
比（％）

1. 事業収入 40,496 100 100.6 39,233 100.0
2. 事業費用（①＋②＋③＋④） 26,703 65.9 104.7 23,627 60.2
　①給付金総額 3,057 － － 2,886 －
　②エッコロ福祉基金 8,051 － － 7,188 －
　③託　児 12,000 － － 11,622 －
　④日常生活保障
　　（ケアサービス） 3,595 － － 1,931 －

3. エッコロ事業総剰余 13,793 34.1 93.5 15,606 39.8
4. その他事業収入 144 － － 266 －
5. 事業総剰余金 13,937 34.4 － 15,872 40.5
6. 人件費 5,760 － － 5,760 －
7. 委託費 － － － 74 －
8. 物件費 3,020 － － 2,530 －
9. 事業経費 8,780 21.7 96.9 8,364 21.3
10. 事業活動剰余 5,157 12.7 88.5 7,508 19.1

エッコロ制度事業収支予算

項　目 2016 年度 2017 年度
出　資　金　額 3,635,085 3,722,440
供　給　高 8,087,356 8,094,112
福祉事業収入 0 2,000
機関紙事業収入 35,650 36,252
エッコロ事業収入 37,735 39,232
その他事業収入 161,101 157,715
経 常 剰 余 金 17,653 △ 18,196
総　資　産 5,363,100 5,509,849
純　資　産 4,291,566 4,376,720

財産及び損益の状況 （単位：千円）

項　目 2016 年度 2017 年度
共　同　購　入 6,510,673 6,475,716
デ　ポ　ー 1,520,666 1,563,953
スワンベーカリー柏店 56,016 54,443
そ　の　他 0 0

合　　計 8,087,356 8,094,112

（単位：千円）業態別供給高の状況

・供給高は、共同購入（班＋個配）・デポーは前年より増  
 加しましたが、スワンベーカリー柏店においては減少し
 ました。全体の供給高は予算比 95.4％（前年比 100.1％） 
  となりました。

（単位：人）

・脱退は 3,089 人と計画よりも抑制され、1,619 人の純
　増となりました。

1808②～⑥ 4.indd   6 2018/07/12   18:14:13

定　款

　昭和51年9月11日　設立認可
　生活クラブ生活協同組合
第1章	 　　総則
第2章	 　　組合員及び出資金
第3章	 　　役職員
第4章	 　　総代会及び総会
第5章	 　　事業の執行
第6章	 　　会計
第7章	 　　解散
第8章	 　　雑則
　　　	 　　附則

第１章　総則

［目　的］
第1条　この生活協同組合（以下＜組合＞という）
は、協同互助の精神に基づき、組合員の生活の文
化的経済的改善向上を図ることを目的とする。

［名　称］
第2条　この組合は生活クラブ生活協同組合と
いう。

［事　業］
第3条　この組合は第1条の目的を達成するた
め、次の事業を行う。
(1)組合員の生活に必要な物資を購入し、これに
加工して組合員に供給する事業
(2)組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組
合員に利用させる事業
(3)組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
(4)組合員の生活の共済を図る事業
(5)組合員及び組合従業員の組合事業に関する知
識の向上を図る事業
(6)高齢者、障害者等の福祉に関する事業であっ
て組合員に利用させるもの
(7)前各号の事業に附帯する事業

［区　域］
第4条　この組合の区域は千葉県全域とする。

［事務所の所在地］
第5条　この組合は事務所を千葉県千葉市におく。

第２章　組合員及び出資金

［組合員の資格］
第6条　この組合の区域内に住所を有する者は、
この組合の組合員となることができる。
2．この組合の区域内に勤務地を有するものでこ
の組合の事業を利用することを適当とするものは、
この組合の承認を受けてこの組合の組合員となる
ことができる。

［加入の申込み］
第7条　前条第1項に規定するものが、組合員
になろうとするときは、この組合の定める加入申
込書に引き受けようとする出資口数に相当する出

資金額を添え、これをこの組合に提出しなければ
ならない。
2．この組合は、前項の申込みを拒んではならな
い。ただし前項の申込みを拒むことにつき、理事
会において正当な理由があると議決した場合は、
この限りではない。
3．この組合は、前条第１項に規定する者の加入
について、現在の組合員が加入の際に附されたよ
りも困難な条件を附さないものとする。
4．第１項の申込みをしたものは、第2項ただし
書の規定により、その申込みを拒まれた場合を除
き、この組合が第1項の申込みを受理したとき
に組合員となる。
5．この組合は、組合員となった者について組合
員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

［加入承認の申請］
第8条　第6条第2項に規定する者は、組合員
になろうとするときは、引き受けようとする出資
口数を明らかにして、この組合の定める加入承認
申請書をこの組合に提出しなければならない。
2．この組合は、理事会において前項の申請を承
認したときは、その旨を同項の申請をした者に通
知するものとする。
3．前項の通知を受けた者は、すみやかに出資金
の払い込みをしなければならない。
4．第１項の申請をした者は、前項の規定により
出資金の払い込みをしたときに組合員となる。
5．この組合は、組合員となった者について組合
員証を作成し、その組合員に交付するものとする。

［届出の義務］
第9条　組合員は、組合員たる資格を喪失した
とき、又はその氏名若しくは住所を変更したとき
は、すみやかにその旨をこの組合に届け出なけれ
ばならない。

［自由脱退］
第10条　組合員は、事業年度の末日の90日前
までにこの組合に予告し、当該事業年度の終りに
おいて脱退することができる。

［法定脱退］
第11条　組合員は、次の事由によって脱退する。
(1)組合員たる資格の喪失
(2)死　亡
(3)除　名

［除　名］
第12条　この組合は、組合員が次の各号のいず
れかに該当するときは、総代会の議決によって、
除名することができる。
(1)1年間この組合の事業を利用しないとき。
(2)供給物資の代金又は利用料の支払を怠り、催
告を受けてもその義務を履行しないとき。
(3)この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる
行為をしたとき。
2．前項の場合においてこの組合は、総代会の会
日の5日前までに、除名しようとする組合員に
対してその旨を通知し、かつ総代会において弁明

をする機会を与えなければならない。
3．この組合は、除名の議決があったときは、除
名された組合員に除名の理由を明らかにして、そ
の旨を通知するものとする。

［脱退組合員の払戻し請求権］
第13条　脱退した組合員は、次の各号に定める
ところにより、その払込済出資額の払戻しをこの
組合に請求することができる。
(1)第 10条の規定による脱退又は第11条第１
号若しくは第２号の事由による脱退の場合は、そ
の払込済出資額に相当する額
(2)第 11条第３号の事由による脱退の場合は、
その払込済出資額の２分の１に相当する額
2．この組合は、脱退した組合員がこの組合に対
する債務を完済するまでは、前項の規定による払
戻しを停止することができる。
3．この組合は、事業年度の終わりに当たり、こ
の組合の財産をもってその債務を完済するに足ら
ないときは、第１項の払戻しを行わない。

［出　資］
第14条　組合員は、出資1口以上を有しなけれ
ばならない。
2．1組合員の有することのできる出資口数の限
度は、組合員の総出資口数の4分の１とする。
3．組合員は、出資金額の払込みについて、相殺
をもってこの組合に対抗することができない。
4．組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

［出資1口の金額及びその払込み方法］
第15条　出資1口の金額は、1,000円とし、全
額一時払込みとする。

［出資口数の増加］
第16条　組合員は、この組合の定める方法によ
りその出資口数を増加することができる。

［出資口数の減少］
第17条　組合員は、やむを得ない理由があると
きは、事業年度の末日の90日前までに減少しよ
うとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業
年度の終わりにおいて出資口数を減少することが
できる。
2．組合員は、その出資口数が第14条第2項に
規定する限度を超えたときはその限度以下に達す
るまで、出資口数を減少しなければならない。
3．出資口数を減少した組合員は、減少した出資
口数に応ずる払込済出資額の払戻しをこの組合に
請求することができる。
4．第13条第3項の規定は、出資口数を減少す
る場合について準用する。

第３章　役職員

［役　員］
第18条　この組合に次の役員をおく。
(1)理事　　25人以上　30人以内
(2)監事　　	3人以上　	6人以内
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活動ファイル

くらしの見直し講座

　６月 22 日、津田沼のモリシアホー
ルにて、コープ共済連後援のくらしの
見直し講演会「人間の幸せ装置・地域
コミュニティづくり」が開催されまし
た。
　講師は生涯学習・社会教育が専門の
長谷川幸介さん。

「動物としての人間の成り立ちから話
しますと、二足歩行と大きな頭脳を獲
得した結果、未熟なまま誕生する宿命
を背負った人間は、生命の危機を回避
するために父母で、家族で、地域で子
育てする『社会＝幸せ装置』をつくり
出したのです」と長谷川さん。
　人は一人では生きていけないし、集
団で社会をつくるのは、生きるための
人間の本能だったのかと腑に落ちまし
た。
　この『幸せ装置＝社会』は、さまざ
まなセーフティネット＝安全網（網の
目のように救済策を張ること）をつく
り出し、自分の損得にかかわらず網の
ほころびに気づいた人が行動して、新
たに必要な網をつくり出す。
　「皆さんも今日の社会の問題に気付
いた人たちでしょう？」との言葉に顔
を見合わせ頷きあいました。
　この網は４つの縁でできていて、か
つて大きかった
①血縁は高度経済成長のなかでお金と
モノを求めて故郷を捨てたことで小さ
くなった核家族をつくり出した。
②職縁は有限。
③地縁は行事や付き合いが面倒と無く
す地域も多い。
④友

ゆうえん

縁、地域を超えて同じ価値を求め
て繋がる縁。生協で活動する私たちも
この友縁で、確かに地縁より時には血

縁より強い結びつきかもしれません。
　「今後の地域コミュニティはこの友
縁で繋がった人たちが、地縁の人たち
の垣根を越えていくことで解決できる
のではないか」。長谷川さん自身も生
まれ故郷を出て茨城で働いて定年を迎
え、その地で新しい地域の仕組みをつ
くろうとしている最中とのこと。

　妻で絵本喫茶『なんだかうれしい。』
店主の長谷川鈴

れ い こ

子さんから絵本『かべ
のむこうになにがある』が映像と朗読
で紹介されました。内側から見て壁が
あると諦めてしまう人たちに、外側か
ら見ると壁などない。壁を越えていく
人の存在が物語の小鳥によって示唆さ
れました。
　「社会の問題に気付いて行動する人
は人口の２割います。その２割の人た
ちが頑張れば、自分では気付かない６
割の人も一緒に動き出すんです」。　
地縁の人も巻き込んで核家族でも独居
でも齢を重ねても安心に暮らしていけ
る地域コミュニティ。
　常に社会にないモデル（しくみ）を
つくって社会を変えようとする生活ク
ラブの活動と同じですね。足りないも
のは皆でつくる。その基地としても集
まって過ごせる地域の縁側、欲しい！
つくりたいです。
　途中、「そこに愛はありますか？あ
なたの家庭の時間はサラサラ時間？ザ
ラザラ時間？」など要所に笑いを盛り
込んだ楽しい講演でした。
　来年１月 17 日には「子どもの生き
る力と地域の力」をテーマに引き続き
長谷川幸介さんの講演会が企画されて
います。楽しみです。

福祉委員　西原和代

自生GMナタネ調査活動

　生活クラブ虹の街では、2005 年か
ら遺伝子組み換え（GM）ナタネの自
生調査・監視活動を継続しています。
今年も３～４月に、千葉県全域で組合
員による調査活動を実施しました。

 「遺伝子組み換え」ってなあに？ 　

　ＧＭ（遺伝子組み換え）とは、英語
で Genetically Modification、 こ の
頭文字をとったもの。生物がもともと
持っている遺伝子に異なる種の遺伝子
を強制的に組み込み、遺伝子を操作す
る技術です。たとえば、魚の遺伝子を
トマトに、バクテリアの遺伝子を大豆
に組み込むといった、自然界にはない
遺伝子操作を行うものです。
　すでに日本でも大豆、トウモロコ
シ、ナタネ、綿の４種類の遺伝子組み
換え作物が流通しています。ＧＭナタ
ネの場合、特定の農薬会社（モンサン
ト社、バイエルクロップサイエンス社）
が自社の除草剤（ラウンドアップ、バ
スタ）にだけ耐性を持つよう遺伝子を
組み換えたナタネを開発し、除草剤と
種をセットで販売。生育過程では大量
の除草剤が使われ、アメリカでは健康
被害も報告されています。

新しい技術の登場

　最近では、遺伝子操作の方法が遺伝
子組み換え技術からゲノム編集（目的
とする遺伝子の働きを破壊する技術）・
RNA 干渉法（DNA の情報を伝えな
いようにする技術）といった技術へと
移行し、これまでの技術と比べ簡単な
操作となり、ものすごいスピードで普
及しています。日本でも、収量を増や
すことを目的とした稲の栽培試験が昨
年行われました。

植物だけでなく動物まで GM

　遺伝子の働きを壊すゲノム編集技術
では、家畜や魚への応用が広がってい
ます。筋肉の成長を抑制する遺伝子を
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壊し、成長が早く筋肉質な動物が登場
し、牛や豚、マダイ、トラフグなどが
開発されています。これとは逆に成長
ホルモンに関わる遺伝子を壊し、成長
しなくなった小さなマイクロ豚が誕生
し、すでに中国などでペット販売され
ています。
　また魚では、普通の鮭に比べ約２倍
の速度で成長、最大 25倍の体重を持
つ GM鮭も登場し、すでにカナダで
流通しています。日本の食卓に上る鮭
の多くは輸入、養殖もの。知らないう
ちに食べてしまう可能性も、すぐそこ
までやってきています。

日本では栽培されていないＧＭナタネ

が千葉市に自生！

　千葉港から油脂会社に輸送される途
中、トラックからこぼれ落ちた種子が、
アスファルトの隙間のわずかな土や歩
道の街路樹の植え込みから発芽し自生
しています。
　３月29日、農民連食品分析センター
の八田純人さんを招き、環境委員８人
が千葉市若葉区みつわ台からボーソー

油脂千葉工場（千葉市稲毛区六
方町）までの「種子輸送ルート」、
穀物サイロのある「千葉港近辺
のルート」で自生ＧＭナタネの
抜き取りと検体採取を行いまし
た。
　千葉港は国内第４位のナタネ
輸入量で、搾油工場までの距離
が長く汚染が広がりやすい状況です
が、トラックの積載量を減らし荷台カ
バーをかけ、こぼれ落ち対策や落ちた
ナタネの清掃活動も行われ、年々道路
脇はきれいになっています。しかし、
簡易検査を行うと、６検体中４検体が
GMナタネであることが判明。
　また、各ブロックで採取・検査した
30 検体のうち２検体が疑陽性（陽性
とも陰性とも判別のつかないもの）で
あることがわかりました。千葉市と習
志野市で採取された疑陽性ナタネ２検
体を含む全３検体を２次（PCR）検
査に出して遺伝子レベルでの検査をし
たところ、1 検体が GMナタネ、２
検体は陰性でした。 

　　　　　環境委員長　船水　香
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活動ファイル

年 総検
体数

陽性

RR LL うち
両耐性

2005 285 11 23 0
2006 238 5 1 1
2007 169 2 3 0
2008 82 3 3 0
2009 101 12 16 3
2010 67 2 5 0
2011 62 4 7 0
2012 36 1 21 0
2013 62 3 10 0
2014 52 4 14 0
2015 56 5 9 1
2016 53 8 ７ 0
2017 48 2 10 0
2017 30 3 1 0

生活クラブ虹の街調査結果一覧

RR：ラウンドアップ耐性　　LL：バスタ耐性

簡易検査：試験紙は GM 遺伝子の存在を直接測
定するためのものではなく、ＧＭ遺伝子がつくる
タンパク質（グリホサート耐性タンパク質、また
はグルホシネート耐性タンパク質）の存在を、免
疫クロマトグラフ法によって検出するためのもの。
ＧＭ由来のタンパク質を検出することによって、
間接的にＧＭ遺伝子の存在を確認することができ
る。

★

調査ルート

調査日：
　３月 29 日

ラウンドアップ耐性…３ヵ所

バスタ耐性　…　１ヵ所★

GMOフリーゾーンサポーター募集中！

「遺伝子組み換え食品はいらない！」と思う方は、登

録して、フリーゾーンを増やす活動に参加しませんか？

　　　　　　
登録は無料。登録用紙に記名するだけ。

　　　　詳しくは、下記まで

　　　　組織部：宮間　043-278-7172
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活動ファイル

くらしの見直し講座

　６月 22 日、津田沼のモリシアホー
ルにて、コープ共済連後援のくらしの
見直し講演会「人間の幸せ装置・地域
コミュニティづくり」が開催されまし
た。
　講師は生涯学習・社会教育が専門の
長谷川幸介さん。

「動物としての人間の成り立ちから話
しますと、二足歩行と大きな頭脳を獲
得した結果、未熟なまま誕生する宿命
を背負った人間は、生命の危機を回避
するために父母で、家族で、地域で子
育てする『社会＝幸せ装置』をつくり
出したのです」と長谷川さん。
　人は一人では生きていけないし、集
団で社会をつくるのは、生きるための
人間の本能だったのかと腑に落ちまし
た。
　この『幸せ装置＝社会』は、さまざ
まなセーフティネット＝安全網（網の
目のように救済策を張ること）をつく
り出し、自分の損得にかかわらず網の
ほころびに気づいた人が行動して、新
たに必要な網をつくり出す。
　「皆さんも今日の社会の問題に気付
いた人たちでしょう？」との言葉に顔
を見合わせ頷きあいました。
　この網は４つの縁でできていて、か
つて大きかった
①血縁は高度経済成長のなかでお金と
モノを求めて故郷を捨てたことで小さ
くなった核家族をつくり出した。
②職縁は有限。
③地縁は行事や付き合いが面倒と無く
す地域も多い。
④友

ゆうえん

縁、地域を超えて同じ価値を求め
て繋がる縁。生協で活動する私たちも
この友縁で、確かに地縁より時には血

縁より強い結びつきかもしれません。
　「今後の地域コミュニティはこの友
縁で繋がった人たちが、地縁の人たち
の垣根を越えていくことで解決できる
のではないか」。長谷川さん自身も生
まれ故郷を出て茨城で働いて定年を迎
え、その地で新しい地域の仕組みをつ
くろうとしている最中とのこと。

　妻で絵本喫茶『なんだかうれしい。』
店主の長谷川鈴

れ い こ

子さんから絵本『かべ
のむこうになにがある』が映像と朗読
で紹介されました。内側から見て壁が
あると諦めてしまう人たちに、外側か
ら見ると壁などない。壁を越えていく
人の存在が物語の小鳥によって示唆さ
れました。
　「社会の問題に気付いて行動する人
は人口の２割います。その２割の人た
ちが頑張れば、自分では気付かない６
割の人も一緒に動き出すんです」。　
地縁の人も巻き込んで核家族でも独居
でも齢を重ねても安心に暮らしていけ
る地域コミュニティ。
　常に社会にないモデル（しくみ）を
つくって社会を変えようとする生活ク
ラブの活動と同じですね。足りないも
のは皆でつくる。その基地としても集
まって過ごせる地域の縁側、欲しい！
つくりたいです。
　途中、「そこに愛はありますか？あ
なたの家庭の時間はサラサラ時間？ザ
ラザラ時間？」など要所に笑いを盛り
込んだ楽しい講演でした。
　来年１月 17 日には「子どもの生き
る力と地域の力」をテーマに引き続き
長谷川幸介さんの講演会が企画されて
います。楽しみです。

福祉委員　西原和代

自生GMナタネ調査活動

　生活クラブ虹の街では、2005 年か
ら遺伝子組み換え（GM）ナタネの自
生調査・監視活動を継続しています。
今年も３～４月に、千葉県全域で組合
員による調査活動を実施しました。

 「遺伝子組み換え」ってなあに？ 　

　ＧＭ（遺伝子組み換え）とは、英語
で Genetically Modification、 こ の
頭文字をとったもの。生物がもともと
持っている遺伝子に異なる種の遺伝子
を強制的に組み込み、遺伝子を操作す
る技術です。たとえば、魚の遺伝子を
トマトに、バクテリアの遺伝子を大豆
に組み込むといった、自然界にはない
遺伝子操作を行うものです。
　すでに日本でも大豆、トウモロコ
シ、ナタネ、綿の４種類の遺伝子組み
換え作物が流通しています。ＧＭナタ
ネの場合、特定の農薬会社（モンサン
ト社、バイエルクロップサイエンス社）
が自社の除草剤（ラウンドアップ、バ
スタ）にだけ耐性を持つよう遺伝子を
組み換えたナタネを開発し、除草剤と
種をセットで販売。生育過程では大量
の除草剤が使われ、アメリカでは健康
被害も報告されています。

新しい技術の登場

　最近では、遺伝子操作の方法が遺伝
子組み換え技術からゲノム編集（目的
とする遺伝子の働きを破壊する技術）・
RNA 干渉法（DNA の情報を伝えな
いようにする技術）といった技術へと
移行し、これまでの技術と比べ簡単な
操作となり、ものすごいスピードで普
及しています。日本でも、収量を増や
すことを目的とした稲の栽培試験が昨
年行われました。

植物だけでなく動物まで GM

　遺伝子の働きを壊すゲノム編集技術
では、家畜や魚への応用が広がってい
ます。筋肉の成長を抑制する遺伝子を
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壊し、成長が早く筋肉質な動物が登場
し、牛や豚、マダイ、トラフグなどが
開発されています。これとは逆に成長
ホルモンに関わる遺伝子を壊し、成長
しなくなった小さなマイクロ豚が誕生
し、すでに中国などでペット販売され
ています。
　また魚では、普通の鮭に比べ約２倍
の速度で成長、最大 25倍の体重を持
つ GM鮭も登場し、すでにカナダで
流通しています。日本の食卓に上る鮭
の多くは輸入、養殖もの。知らないう
ちに食べてしまう可能性も、すぐそこ
までやってきています。

日本では栽培されていないＧＭナタネ

が千葉市に自生！

　千葉港から油脂会社に輸送される途
中、トラックからこぼれ落ちた種子が、
アスファルトの隙間のわずかな土や歩
道の街路樹の植え込みから発芽し自生
しています。
　３月29日、農民連食品分析センター
の八田純人さんを招き、環境委員８人
が千葉市若葉区みつわ台からボーソー

油脂千葉工場（千葉市稲毛区六
方町）までの「種子輸送ルート」、
穀物サイロのある「千葉港近辺
のルート」で自生ＧＭナタネの
抜き取りと検体採取を行いまし
た。
　千葉港は国内第４位のナタネ
輸入量で、搾油工場までの距離
が長く汚染が広がりやすい状況です
が、トラックの積載量を減らし荷台カ
バーをかけ、こぼれ落ち対策や落ちた
ナタネの清掃活動も行われ、年々道路
脇はきれいになっています。しかし、
簡易検査を行うと、６検体中４検体が
GMナタネであることが判明。
　また、各ブロックで採取・検査した
30 検体のうち２検体が疑陽性（陽性
とも陰性とも判別のつかないもの）で
あることがわかりました。千葉市と習
志野市で採取された疑陽性ナタネ２検
体を含む全３検体を２次（PCR）検
査に出して遺伝子レベルでの検査をし
たところ、1 検体が GMナタネ、２
検体は陰性でした。 

　　　　　環境委員長　船水　香
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活動ファイル

年 総検
体数

陽性

RR LL うち
両耐性

2005 285 11 23 0
2006 238 5 1 1
2007 169 2 3 0
2008 82 3 3 0
2009 101 12 16 3
2010 67 2 5 0
2011 62 4 7 0
2012 36 1 21 0
2013 62 3 10 0
2014 52 4 14 0
2015 56 5 9 1
2016 53 8 ７ 0
2017 48 2 10 0
2017 30 3 1 0

生活クラブ虹の街調査結果一覧

RR：ラウンドアップ耐性　　LL：バスタ耐性

簡易検査：試験紙は GM 遺伝子の存在を直接測
定するためのものではなく、ＧＭ遺伝子がつくる
タンパク質（グリホサート耐性タンパク質、また
はグルホシネート耐性タンパク質）の存在を、免
疫クロマトグラフ法によって検出するためのもの。
ＧＭ由来のタンパク質を検出することによって、
間接的にＧＭ遺伝子の存在を確認することができ
る。

★

調査ルート

調査日：
　３月 29 日

ラウンドアップ耐性…３ヵ所

バスタ耐性　…　１ヵ所★

GMOフリーゾーンサポーター募集中！

「遺伝子組み換え食品はいらない！」と思う方は、登

録して、フリーゾーンを増やす活動に参加しませんか？

　　　　　　
登録は無料。登録用紙に記名するだけ。

　　　　詳しくは、下記まで

　　　　組織部：宮間　043-278-7172
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（16）コルザ 2018 年８月号 No.397

ブロック活動ファイル

　５月 30日、センター柏で第２回消費フォーラムを開催
し、６人が出席しました。
　前回、消費材改善として豆乳の話題があがっていたので、
まずは市販品を集め、味や原材料・容量やパッケージなど
の比較をしてみました。市販品に比べ、生活クラブの豆乳
は国産大豆と水だけでつくられていることや、消泡剤を使
っていないことなど、改めて消費材の素晴らしさを感じま
した。
　６月 25日、センター柏で開催した第３回消費フォーラ
ムには９人が出席しました。
　そのなかで「おにぎりチャレンジ」に応募のあったレシ
ピの試食を行いました。また、８月に行う「おにぎりチャ
レンジ」関連の企画の内容を確認しました。
　いろいろ話しをするうちに、企画に向けての気持ちが高
まってきました。
　「おにぎりチャレンジ」を通して生活クラブのお米の需
要が高まることを期待しつつ、企画を盛り上げていきたい
と思います。　　　　　　　　　　　運営委員　江部ゆかり

消費フォーラムの活動 新・おしゃべりキッチン

生産者コラボ企画 パン作り＆春の集い

柏ブロック 千葉ブロック

松戸ブロック ベイブロック

　６月 13日、デポーみつわ台にて、二葉製菓（株）の二
葉晃司さん、（株）プレス・オールターナティブの山崎恵
さん、新橋製紙（株）の佐竹義史さんによる生産者交流会「安
いものには訳がある」を開催しました。各生産者 20分ず
つのお話は大変興味深く、生活クラブとの繫がり、市販品
との違いを改めて実感することができました。
　安くするためには、遺伝子組み換え作物や、化学肥料、
農薬、食品添加物、保存料などが使用されます。ここに価
格が安い！の裏側があるのです。生活クラブとのかかわり
を聞けば聞くほど、自分が食べるもの、使うものをきちん
と理解することはとても大切なことだとわかります。
　私のおすすめは、食べ物はもちろんですが、特に新橋製
紙（株）のロールペーパー！ただのトイレットペーパーじ
ゃありません！とにかく長持ち（100m巻）、丈夫、備蓄
に最適！このロールペーパ―を使ってみてください！他の
ものは使えなくなること間違いなしです！
　多くの方々に知ってもらいたいことがたくさんあります。
組合員の皆さん、ぜひ生産者交流会にご参加ください！

運営委員　本郷由美子

　６月 14 日、おいしい餃子が大人気の、美勢商事（株）
の利根川大吾さんを招き、生産者交流会を開催しました。
会場は、デポー新松戸のリニューアルにも合わせ、ウッド
デッキのテラスに、カフェスタイルの内装がお洒落なマン
ション「リノア新松戸」のコモンスペースを拝借しました。
子育て層を中心に５人の員外を含む 20人が参加しました。
「市販の餃子がなぜ安いのか？粒状大豆たん白とアミノ酸
によるカサ増しと風味付け…。そしてこれが餃子だけにと
どまらない」と利根川さん。大量生産や素材の質を落とす
ことだけでは不可能な原価設定に、偽物の影が見えました。
話は一括表示ラベルのカラクリにまで及び、参加者は驚き
を隠せませんでした。市販品との食べ比べでは、消費材に
は素材本来の旨味がしっかり感じられ、安心安全にこだわ
っていることがはっきりと分かりました。
　３種類の焼きたて餃子、W.Co 菜の花のお弁当、スタッ
フ手作りのコーヒーゼリーで、楽しいランチタイムを過ご
し、この日３人が新しく仲間になりました。これからも仲
間を増やし大切な消費材を利用し続けていきたいです。

運営委員　中谷麻姫子

　６月１日、市川市行徳公民館にてパン作り＆春の集いを
開催しました。５月の船橋市での同企画で、都合に合わせ
ての参加となりました。講師は、いつも手作りの楽しさ、
おいしさを教えてくれる、コミュニケーションひろばの大
塚弘子さん。
　今回は、シンプルな２種類の丸パンを一人６個ずつ！お
友だち連れや最近組合員になったばかりの方、ベテランの
組合員さんも同じテーブルでパンをこねながら話すうち、
楽しい雰囲気が拡がります。
　２回ある発酵時間を使って、春の集い。自己紹介のなか
で飛び出してくるおすすめ消費材、調味料の掛け合わせ方
法、またエッコロ制度を実際に利用した方の話には熱心に
メモをしたり、集いならではです。前企画で活動サポータ
ーに登録した方に早速サポーターをお願いしたところぜひ
またやりたいと好回答！
　共同購入だけでなく、FECW（食・エネルギー・ケア・働く）
＝今を共に生き、楽しむなど、生活クラブの本当の良さを
確認し、充実した笑顔の参加者を見送りました。

運営委員　下江稚恵
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ブロック活動ファイル

佐倉ブロック

市原ブロック

デポーマルシェ開催！

安いものには訳がある

　６月 21 日、ユニバーサルホーム木更津店をお借りして
新・おしゃべりキッチン「安いものには訳がある」を開催
しました。参加者はなんと 30 人 !
　（株）泰山食品商行代表取締役の山崎晃裕さん、同営業
部の河野大地さん、（株）ヴィボンの中村彰子さん、（株）
マルモ青木味噌醤油醸造場技術部部長の鈴木晴紀さんを招
いて、話しを聞きました。
　「市販品は実は消費者のことを全く考えていない、添加
物表示のカラクリ」など、かなりショッキングな話しもあ
りしましたが、改めて消費材の良さに気付く機会になりま
した。ちなみに一般の明太子は添加物や化学調味料が本当
に多く使われており、無添加の明太子を生産しているのは

（株）泰山食品商行だけだそうです！
　また、オリーブオイルの利き方や数種類の味噌の食べ比
べなど、普段なかなかできないことも体験できました。そ
れぞれ 30 分程度の話しで、あっという間の時間でした。
　試食は３生産者の消費材を、それぞれオススメの食べ方
でつくった贅沢なワンプレートランチ♪大好評で、おいし
い食事に話も弾みました。　　　　　   運営委員　佐藤絵理

　６月 30 日、デポー木刈地域交流スペースにて、６つの
コミュニティによるデポーマルシェを開催しました。
　木刈親子読書会による絵本の読み聞かせ、木刈写真ク
ラブの写真展示、もぐもぐ＆ワンポイントの多肉植物・
お花の寄植えなどの販売とラベンダー香るサシェづくり、
Café PecoPeco の消費材をふんだんに使ったスイーツの
販売、アレルギーやアトピーのお子さんを持つママ達で結
成されたなちゅるるは、マクロビスイーツと自家製ハーブ
ティの販売。ことことは、麻紐でつくる麦わら帽子ブロー
チ＆ヘアアレンジミニレッスン。小学生の女の子がつくり
方を教わりながらもくもくと作業。完成した時には喜びの
歓声！ブローチをさっそく胸につけ、嬉しそうにみんなに
披露していたのが印象的でした。
　どのコミュニティも、趣味の域を超えており、「デポー
で行うにはもったいないクオリティでした！次のマルシェ
を楽しみにしています！」と嬉しい感想も。コミュニティ
同士の交流も生まれ、繫がりができ、これぞ生活クラブだ
と思えるマルシェ。今後も開催していきたいと思います。

運営委員　小林友子
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　前回、消費材改善として豆乳の話題があがっていたので、
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の比較をしてみました。市販品に比べ、生活クラブの豆乳
は国産大豆と水だけでつくられていることや、消泡剤を使
っていないことなど、改めて消費材の素晴らしさを感じま
した。
　６月 25日、センター柏で開催した第３回消費フォーラ
ムには９人が出席しました。
　そのなかで「おにぎりチャレンジ」に応募のあったレシ
ピの試食を行いました。また、８月に行う「おにぎりチャ
レンジ」関連の企画の内容を確認しました。
　いろいろ話しをするうちに、企画に向けての気持ちが高
まってきました。
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消費フォーラムの活動 新・おしゃべりキッチン

生産者コラボ企画 パン作り＆春の集い

柏ブロック 千葉ブロック

松戸ブロック ベイブロック
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いものには訳がある」を開催しました。各生産者 20分ず
つのお話は大変興味深く、生活クラブとの繫がり、市販品
との違いを改めて実感することができました。
　安くするためには、遺伝子組み換え作物や、化学肥料、
農薬、食品添加物、保存料などが使用されます。ここに価
格が安い！の裏側があるのです。生活クラブとのかかわり
を聞けば聞くほど、自分が食べるもの、使うものをきちん
と理解することはとても大切なことだとわかります。
　私のおすすめは、食べ物はもちろんですが、特に新橋製
紙（株）のロールペーパー！ただのトイレットペーパーじ
ゃありません！とにかく長持ち（100m巻）、丈夫、備蓄
に最適！このロールペーパ―を使ってみてください！他の
ものは使えなくなること間違いなしです！
　多くの方々に知ってもらいたいことがたくさんあります。
組合員の皆さん、ぜひ生産者交流会にご参加ください！

運営委員　本郷由美子

　６月 14 日、おいしい餃子が大人気の、美勢商事（株）
の利根川大吾さんを招き、生産者交流会を開催しました。
会場は、デポー新松戸のリニューアルにも合わせ、ウッド
デッキのテラスに、カフェスタイルの内装がお洒落なマン
ション「リノア新松戸」のコモンスペースを拝借しました。
子育て層を中心に５人の員外を含む 20人が参加しました。
「市販の餃子がなぜ安いのか？粒状大豆たん白とアミノ酸
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　３種類の焼きたて餃子、W.Co 菜の花のお弁当、スタッ
フ手作りのコーヒーゼリーで、楽しいランチタイムを過ご
し、この日３人が新しく仲間になりました。これからも仲
間を増やし大切な消費材を利用し続けていきたいです。

運営委員　中谷麻姫子

　６月１日、市川市行徳公民館にてパン作り＆春の集いを
開催しました。５月の船橋市での同企画で、都合に合わせ
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おいしさを教えてくれる、コミュニケーションひろばの大
塚弘子さん。
　今回は、シンプルな２種類の丸パンを一人６個ずつ！お
友だち連れや最近組合員になったばかりの方、ベテランの
組合員さんも同じテーブルでパンをこねながら話すうち、
楽しい雰囲気が拡がります。
　２回ある発酵時間を使って、春の集い。自己紹介のなか
で飛び出してくるおすすめ消費材、調味料の掛け合わせ方
法、またエッコロ制度を実際に利用した方の話には熱心に
メモをしたり、集いならではです。前企画で活動サポータ
ーに登録した方に早速サポーターをお願いしたところぜひ
またやりたいと好回答！
　共同購入だけでなく、FECW（食・エネルギー・ケア・働く）
＝今を共に生き、楽しむなど、生活クラブの本当の良さを
確認し、充実した笑顔の参加者を見送りました。
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コミュニティによるデポーマルシェを開催しました。
　木刈親子読書会による絵本の読み聞かせ、木刈写真ク
ラブの写真展示、もぐもぐ＆ワンポイントの多肉植物・
お花の寄植えなどの販売とラベンダー香るサシェづくり、
Café PecoPeco の消費材をふんだんに使ったスイーツの
販売、アレルギーやアトピーのお子さんを持つママ達で結
成されたなちゅるるは、マクロビスイーツと自家製ハーブ
ティの販売。ことことは、麻紐でつくる麦わら帽子ブロー
チ＆ヘアアレンジミニレッスン。小学生の女の子がつくり
方を教わりながらもくもくと作業。完成した時には喜びの
歓声！ブローチをさっそく胸につけ、嬉しそうにみんなに
披露していたのが印象的でした。
　どのコミュニティも、趣味の域を超えており、「デポー
で行うにはもったいないクオリティでした！次のマルシェ
を楽しみにしています！」と嬉しい感想も。コミュニティ
同士の交流も生まれ、繫がりができ、これぞ生活クラブだ
と思えるマルシェ。今後も開催していきたいと思います。
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（18）コルザ 2018 年８月号 No.397

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 

受講料：40,000 円（消費税含む）
　＊別途テキスト代金 6,069 円実費負担
　・受講料の分割払い制度あり！
　（申込時 20,000 円 + テキスト代 6,069 円、残額を翌月払い）
　・受講料返金制度
　　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。
　・会場によって受講期間が異なりますが、トータル
　　の授業時間（130 時間）は同じです。

申し込み手順・・・
①まずは、電話やメール等でお問い合わせください。
　日程・カリキュラム等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。

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）［千葉県認可］主催：社会福祉法人生活クラブ

全国で通用する資格

タオルのご寄付ありがとうございました
コルザ７月号で、風の村で使わせていただく「タオルのご寄付のお願い」を掲載した
ところ、たくさんの方からタオルをいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

働きたいという気持ちにこたえる受講料         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。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   　　　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勉強できます。

10 月 1 日開講（八街教室）

　定員：20 人
　受講期間：2018 年 10 月 1 日（月）開講式　～　
　　　　　　　　　　11 月 15 日（木）修了式
　内容：講義・演習 20 日間（開講式、修了式含む）
　会場：生活クラブ風の村八街（八街市東吉田 912-8）
　　　　＊自家用車での通学 OK
　担当：風の村八街（加澤、村井、大川）
　　　　tel ：043-440-0301
　　　　e-mail： kazawa.nami@kazenomura.jp

10 月 2 日開講（高根台教室）

　定員：12 人
　受講期間：2018 年 10 月 2 日（火）開講式 ～ 
　　　　　　　　　　12 月 18 日（火）修了式
　内容：講義・演習 22 日間（開講式、修了式含む）
　会場：高根台団地西集会所（船橋市高根台 2-1）
      　　＊公共交通機関をご利用ください
　担当：高根台つどいの家（加藤、桑原）
      　　tel：047-496-7265
      　　e-mail：kato.hisae@kazenomura.jp

新京成線
高根公団駅
徒歩 8 分
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平和は人と人との対話と交流から

　毎日の暮らしに、フェアトレードを。

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

アーシアン

６月５日に定期総会を終えて 2018 年度の活動がスタート
しました。今、世界のいたるところで紛争が絶えず市民の
生活が脅かされています。アーシアンは人と人との対話と
交流が大切と考え事業をすすめていきます。

・パキスタンのアルカイールアカデミーの職業訓練所の支援。
・日本国際ボランティアセンターのラオスプロジェクトへの支援。
・フェアトレードの意義を伝え、広める販売事業。
・NPO 法人日本ファイバーリサイクル連帯協議会と共にアル 
   カイールアカデミーの縫製工房の商品開発

手織り布のギャルソンエプロン
アルカイールアカデミーの縫製工房で
つくられたアーシアンオリジナルの商
品化をすすめています。お楽しみに！

キャンペーンにご協力ありがとうございました。

　アレッポ石鹸１個につき 10 円を寄付するシリア
難民キャンペーンは昨年度 2,439 個販売し、日本イ
ラク医療ネットワークのシリア難民支援の取り組み
に 24,390 円届けることができました。
　また、販売事業の売り上げの一部をアルカイール
アカデミーの給食代として寄付するキャンペーンも
37,000 円をお渡しすることができました。ご協力
ありがとうございました。
　今年度はアルカイールアカデミーの縫製科への支
援も加えて引き続きキャンペーンを行います。

ご協力をよろしくお願いいたします。

　

ＮＰＯクラブ

　市民のチカラをあつめる、つなぐ、広げる。

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

（NPO）ちば市民活動・市民事業
サポートクラブ

コルザ 2018 年 ８月号 No.397（19）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

NPO クラブは「ちばユニバーサル農業フェスタ」を応援しています

     生きづらさを抱えた人の　はたらくについて～農業分野の事例～
　　　　　社会をたのしくする障害者メディア『コトノネ』編集長の講演会　　　　　社会をたのしくする障害者メディア『コトノネ』編集長の講演会

日時 ：9 月 10 日（月）13：30 ～ 16：30

場所： 四街道市文化センター 301・302 会議室

　　 （四街道駅徒歩 15 分）

講師： 里見喜久夫さん
　（季刊『コトノネ』編集長、一般社団法人農福連携
　自然栽培パーティ全国協議会副理事長）

定員 ：40 人（申込み締切 9/3）
参加費 ：1,000 円（『コトノネ』1 冊代金込み、当日支払い）
主催：ちばユニバーサル農業フェスタ実行委員会
申込み：実行委員会事務局
　　　（NPO 法人地域創造ネットワークちば）　　
　    tel：043-270-5601　fax：043-270-5602
　　e-mail：souzounet@coast.ocn.ne.jp
　　FB： www.facebook.com/nougyoufesta/

  13：30　ちばユニバーサル農業フェスタ出展説明
13：50　県内福祉事業所300ヵ所の農業実態調査
から、今後の農福連携の進め方について（NPO 法人
千葉県障害者就労事業振興センター）
14：20　講演、質疑応答
15：50　情報交換、交流会

11 月 17 日　四街道市で開催

多様な人が農業を通じて出会い、交
流し、はたらきあう「ユニバーサル農
業」。その可能性を発信するフェスタ
開催に先立って里見喜久夫さんをお
招きし、『コトノネ』の取材や「自然
栽培パーティ」の活動を通してご存
知の、全国の農福連携の取り組みや
販路拡大についてお話を伺います。

プログラム
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（18）コルザ 2018 年８月号 No.397

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 

受講料：40,000 円（消費税含む）
　＊別途テキスト代金 6,069 円実費負担
　・受講料の分割払い制度あり！
　（申込時 20,000 円 + テキスト代 6,069 円、残額を翌月払い）
　・受講料返金制度
　　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。
　・会場によって受講期間が異なりますが、トータル
　　の授業時間（130 時間）は同じです。

申し込み手順・・・
①まずは、電話やメール等でお問い合わせください。
　日程・カリキュラム等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。

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）［千葉県認可］主催：社会福祉法人生活クラブ

全国で通用する資格

タオルのご寄付ありがとうございました
コルザ７月号で、風の村で使わせていただく「タオルのご寄付のお願い」を掲載した
ところ、たくさんの方からタオルをいただきました。この場を借りてお礼申し上げます。

働きたいという気持ちにこたえる受講料         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。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   　　　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勉強できます。

10 月 1 日開講（八街教室）

　定員：20 人
　受講期間：2018 年 10 月 1 日（月）開講式　～　
　　　　　　　　　　11 月 15 日（木）修了式
　内容：講義・演習 20 日間（開講式、修了式含む）
　会場：生活クラブ風の村八街（八街市東吉田 912-8）
　　　　＊自家用車での通学 OK
　担当：風の村八街（加澤、村井、大川）
　　　　tel ：043-440-0301
　　　　e-mail： kazawa.nami@kazenomura.jp

10 月 2 日開講（高根台教室）

　定員：12 人
　受講期間：2018 年 10 月 2 日（火）開講式 ～ 
　　　　　　　　　　12 月 18 日（火）修了式
　内容：講義・演習 22 日間（開講式、修了式含む）
　会場：高根台団地西集会所（船橋市高根台 2-1）
      　　＊公共交通機関をご利用ください
　担当：高根台つどいの家（加藤、桑原）
      　　tel：047-496-7265
      　　e-mail：kato.hisae@kazenomura.jp

新京成線
高根公団駅
徒歩 8 分
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平和は人と人との対話と交流から

　毎日の暮らしに、フェアトレードを。

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

アーシアン

６月５日に定期総会を終えて 2018 年度の活動がスタート
しました。今、世界のいたるところで紛争が絶えず市民の
生活が脅かされています。アーシアンは人と人との対話と
交流が大切と考え事業をすすめていきます。

・パキスタンのアルカイールアカデミーの職業訓練所の支援。
・日本国際ボランティアセンターのラオスプロジェクトへの支援。
・フェアトレードの意義を伝え、広める販売事業。
・NPO 法人日本ファイバーリサイクル連帯協議会と共にアル 
   カイールアカデミーの縫製工房の商品開発

手織り布のギャルソンエプロン
アルカイールアカデミーの縫製工房で
つくられたアーシアンオリジナルの商
品化をすすめています。お楽しみに！

キャンペーンにご協力ありがとうございました。

　アレッポ石鹸１個につき 10 円を寄付するシリア
難民キャンペーンは昨年度 2,439 個販売し、日本イ
ラク医療ネットワークのシリア難民支援の取り組み
に 24,390 円届けることができました。
　また、販売事業の売り上げの一部をアルカイール
アカデミーの給食代として寄付するキャンペーンも
37,000 円をお渡しすることができました。ご協力
ありがとうございました。
　今年度はアルカイールアカデミーの縫製科への支
援も加えて引き続きキャンペーンを行います。

ご協力をよろしくお願いいたします。

　

ＮＰＯクラブ

　市民のチカラをあつめる、つなぐ、広げる。

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

（NPO）ちば市民活動・市民事業
サポートクラブ

コルザ 2018 年 ８月号 No.397（19）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

NPO クラブは「ちばユニバーサル農業フェスタ」を応援しています

     生きづらさを抱えた人の　はたらくについて～農業分野の事例～
　　　　　社会をたのしくする障害者メディア『コトノネ』編集長の講演会　　　　　社会をたのしくする障害者メディア『コトノネ』編集長の講演会

日時 ：9 月 10 日（月）13：30 ～ 16：30

場所： 四街道市文化センター 301・302 会議室

　　 （四街道駅徒歩 15 分）

講師： 里見喜久夫さん
　（季刊『コトノネ』編集長、一般社団法人農福連携
　自然栽培パーティ全国協議会副理事長）

定員 ：40 人（申込み締切 9/3）
参加費 ：1,000 円（『コトノネ』1 冊代金込み、当日支払い）
主催：ちばユニバーサル農業フェスタ実行委員会
申込み：実行委員会事務局
　　　（NPO 法人地域創造ネットワークちば）　　
　    tel：043-270-5601　fax：043-270-5602
　　e-mail：souzounet@coast.ocn.ne.jp
　　FB： www.facebook.com/nougyoufesta/

  13：30　ちばユニバーサル農業フェスタ出展説明
13：50　県内福祉事業所300ヵ所の農業実態調査
から、今後の農福連携の進め方について（NPO 法人
千葉県障害者就労事業振興センター）
14：20　講演、質疑応答
15：50　情報交換、交流会

11 月 17 日　四街道市で開催

多様な人が農業を通じて出会い、交
流し、はたらきあう「ユニバーサル農
業」。その可能性を発信するフェスタ
開催に先立って里見喜久夫さんをお
招きし、『コトノネ』の取材や「自然
栽培パーティ」の活動を通してご存
知の、全国の農福連携の取り組みや
販路拡大についてお話を伺います。

プログラム
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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

「キャンドルナイト」は、「生活クラブいな
げビレッジ虹と風」が年に 4 回開催して
いるお祭り「虹と風のマルシェ」の 1 つで
す。開催に向けて、虹の街・風の村・ワー
コレ樹・VAIC-CCI が話し合い役割分担。
地域の福祉団体や自主活動グループなど
に声をかけ、地域住民が集い、お互いに
交流できる場として「生活クラブいなげビ
レッジ虹と風」のさまざまな機能を地域
に伝える機会となっています。 
隣接するグリーンプラザ園生の公園を借

り、日没にあわせて 1,000 個以上のびん
にキャンドルを灯します。会場ではびん
の絵付けもでき、子どもたちがキャンドル
を入れて喜ぶ姿が見られます。
今年はあいにくの雨の夕暮れでしたが、
規模を縮小して開催。４時半からは定期
開催している「地域食堂～みんなのテー
ブル」。夜７時からの馬頭琴奏者の美炎さ
んのコンサートの頃には雨も上がり、素
敵な弦の音色を聞きながらゆったりとし
た夏の夜を過ごしました。

（20）コルザ 2018 年８月号 No.397

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

昨年のようす

6 月 23 日（土）「キャンドルナイト」開催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

照明を消してキャンドルを灯すスローな夜。みんなで楽しく食卓を囲む…美しい音楽に癒される…

虹と風のマルシェ年間予定
 ４月　 桜さんぽ
 ６月　 キャンドルナイト
 10 月　稲毛区民祭り出店
 12 月　餅つき（今年度は 12/8 開催予定）

はぐくみの杜と赤ちゃんの家

定員いっぱい「赤ちゃんの家」
赤ちゃんの家は定員の 15 人いっぱいと
なり、始め、ねんねだった赤ちゃんも
歩き出し、てんてこまいの毎日。
何らかの事情で、こんな小さい頃に親
と離れて暮らさなければならなくなっ
た子たちに、明るい未来が訪れること
を願わないではいられません。
がんばってます。お弁当作り
はぐくみの杜のホームでは朝はお弁当
作りに追われています。

「お弁当」なんとなくいい響きのこの言
葉の裏側には、作ったことのある人な
らわかる苦労があると思います。大き

いもの、小さいものいろいろなものが
あるところが愛おしいですね。そして、
愛情を感じます。えらいなぁ。
神の子

「自分の親はどこにいるんだろう。どん
な人だろう」と繰り返し考えては何事
にも踏み出せないと悩みながら暮らし
ている児童養護施設出身の A さんと知
り合いました。ある日、とてもスッキ
リした顔をしていたので「何かあった
の？」と聞くと。ふと出会った異国の
人に悩みを打ち明けると「私の国では
私たちはみんな神の子よ。親の持ち物
ではないの。この国では違うの？」

そして、「私たちは姉妹よ」と抱きしめ
てくれたそうです。そのことを話す A
さんは、少し嬉しそうでした。
たくさんの人とのふれあいが、未来を
照らすのだなと思っています。
これからも、どうぞご支援をよろしく
お願いします。

男の子の家では、男子職員が腕をふるっています
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 ムザヒル校長を 7/2 ～ 9、招日しました。
アル・カイールアカデミーは現在第 7 分校まであり、
4000 人の生徒と 200 人の先生がいます。

ムザヒル校長談  「分校が増えたことで、学校にさまざ
まな民族、少数派の宗教の子どもたちも通うようになり
ました。生活のための言語や習慣が異なることもあり、
彼らは日常生活で接することがありません。暮らしてい
る地域が交わらないエリアもあります。そのため、最初
は一緒に座ることもなく、時には言い争うこともありま

したが、一緒に学び、時には一緒に
ご飯を食べることでお互いを理解し
あう関係になりました。子どもの頃
の経験は、大人になってから良い影
響を及ぼすと考えています。また、
私自身（ムザヒル校長はインドから
の避難民であるマハジール）異なる
民族、異なる生活文化の彼らと接す
ることで、彼らの家族の暮らしを理
解することができます。それぞれの
文化や考え方を尊重しながら、各分
校の今後の取り組みにいかしたいと
考えています」。
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JFSA からのお知らせ

ＪＦＳＡ

　古着や毛布がスラムの学校の自立運営を支えます。

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

　　
たくさんの ご協力ありがとうございました。　

第 20 回配達便回収（5/21 ～ 6/1）のべ 1677人（7822kg）
第 39 回デポー回収（5/31 ～ 6/3）のべ 169 人（699.9 ｋｇ）
　集まった毛布、中古のタオル・下着類はパキスタンでの卸値
も高いので、JFSA で選別後圧縮梱包し、7 月 4 日に JFSA
千葉センターでコンテナに詰めて送り出しました。

衣類・毛布・バッグなどの回収のお知らせ
回収品目は期間ごとに異なります。

● 配達便での回収　１週に付き１袋まで
　　９月 24 日（月）～ 10 月５日（金）
　　詳細は 9/10 週配布のちらしをご確認ください。

● デポー回収　
　　10 月 4 日（木）～７日（日）　
　　11 月 29 日（木）～12 月 2 日（日）
　　詳細はデポーのちらしをご覧ください。組合員でない方も持込可

● JFSA（千葉・東葛）への送付
　　10 月 19 日（金）～ 11 月 21 日（水）
　　（期間内の日曜 13：00 ～ 17：00 は JFSA へ持込も可）

● 回収品目について…衣類・寝具類・バッグなど
　・すべて他のどなたかが再び利用します。
　・シミ・汚れの無いものをお願いします。 
 　詳細はこちらを → http://jfsa.jpn.org/reuseitems

JFSA 古着ショップ　

10：30 ～ 19：00 （木曜定休）
　　　　　　　　　　＊駐車場あります

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

　柏 店 k
カ プ レ

apre　柏市大室 176-1
　　　　　tel：04-7110-0984

　 JFSA 便り

古着などがスラムの学校アル・カイールアカデミーを支えるまで…。

少しでも役に立てばという想いから
JFSA の活動は始まります

センターで選別
約 250 種類に分けます

　約 20％　　国内販売
　利益は JFSA の活動を支える資金に

　約 80％　パキスタンへ輸出 
　卸販売　利益が学校の運営資金
　（先生の給料や教材費など）に
　卸販売　利益が学校の運営資金

↑ファイバーリサイクルうらやすのリサイクル浴
　衣市：タスニーム副校長と縫製工房リーダー
　のサルマさん

↑キャンパス２の子どもたち：ゴミ捨て場に暮らす人々
　のなかには少数派の宗教を信仰している人もいます

↑コンテナの積み出し。前列左から 2 人めが
　アル・カイールアカデミーのムザヒル校長

年 3 回
1・5・9月予定

年 6 回偶数月
第１木～日予定

年 3 回
2・6・10月予定
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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

「キャンドルナイト」は、「生活クラブいな
げビレッジ虹と風」が年に 4 回開催して
いるお祭り「虹と風のマルシェ」の 1 つで
す。開催に向けて、虹の街・風の村・ワー
コレ樹・VAIC-CCI が話し合い役割分担。
地域の福祉団体や自主活動グループなど
に声をかけ、地域住民が集い、お互いに
交流できる場として「生活クラブいなげビ
レッジ虹と風」のさまざまな機能を地域
に伝える機会となっています。 
隣接するグリーンプラザ園生の公園を借

り、日没にあわせて 1,000 個以上のびん
にキャンドルを灯します。会場ではびん
の絵付けもでき、子どもたちがキャンドル
を入れて喜ぶ姿が見られます。
今年はあいにくの雨の夕暮れでしたが、
規模を縮小して開催。４時半からは定期
開催している「地域食堂～みんなのテー
ブル」。夜７時からの馬頭琴奏者の美炎さ
んのコンサートの頃には雨も上がり、素
敵な弦の音色を聞きながらゆったりとし
た夏の夜を過ごしました。
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生活クラブ千葉グループからのお知らせ

昨年のようす

6 月 23 日（土）「キャンドルナイト」開催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

照明を消してキャンドルを灯すスローな夜。みんなで楽しく食卓を囲む…美しい音楽に癒される…

虹と風のマルシェ年間予定
 ４月　 桜さんぽ
 ６月　 キャンドルナイト
 10 月　稲毛区民祭り出店
 12 月　餅つき（今年度は 12/8 開催予定）

はぐくみの杜と赤ちゃんの家

定員いっぱい「赤ちゃんの家」
赤ちゃんの家は定員の 15 人いっぱいと
なり、始め、ねんねだった赤ちゃんも
歩き出し、てんてこまいの毎日。
何らかの事情で、こんな小さい頃に親
と離れて暮らさなければならなくなっ
た子たちに、明るい未来が訪れること
を願わないではいられません。
がんばってます。お弁当作り
はぐくみの杜のホームでは朝はお弁当
作りに追われています。

「お弁当」なんとなくいい響きのこの言
葉の裏側には、作ったことのある人な
らわかる苦労があると思います。大き

いもの、小さいものいろいろなものが
あるところが愛おしいですね。そして、
愛情を感じます。えらいなぁ。
神の子

「自分の親はどこにいるんだろう。どん
な人だろう」と繰り返し考えては何事
にも踏み出せないと悩みながら暮らし
ている児童養護施設出身の A さんと知
り合いました。ある日、とてもスッキ
リした顔をしていたので「何かあった
の？」と聞くと。ふと出会った異国の
人に悩みを打ち明けると「私の国では
私たちはみんな神の子よ。親の持ち物
ではないの。この国では違うの？」

そして、「私たちは姉妹よ」と抱きしめ
てくれたそうです。そのことを話す A
さんは、少し嬉しそうでした。
たくさんの人とのふれあいが、未来を
照らすのだなと思っています。
これからも、どうぞご支援をよろしく
お願いします。

男の子の家では、男子職員が腕をふるっています
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 ムザヒル校長を 7/2 ～ 9、招日しました。
アル・カイールアカデミーは現在第 7 分校まであり、
4000 人の生徒と 200 人の先生がいます。

ムザヒル校長談  「分校が増えたことで、学校にさまざ
まな民族、少数派の宗教の子どもたちも通うようになり
ました。生活のための言語や習慣が異なることもあり、
彼らは日常生活で接することがありません。暮らしてい
る地域が交わらないエリアもあります。そのため、最初
は一緒に座ることもなく、時には言い争うこともありま

したが、一緒に学び、時には一緒に
ご飯を食べることでお互いを理解し
あう関係になりました。子どもの頃
の経験は、大人になってから良い影
響を及ぼすと考えています。また、
私自身（ムザヒル校長はインドから
の避難民であるマハジール）異なる
民族、異なる生活文化の彼らと接す
ることで、彼らの家族の暮らしを理
解することができます。それぞれの
文化や考え方を尊重しながら、各分
校の今後の取り組みにいかしたいと
考えています」。
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JFSA からのお知らせ

ＪＦＳＡ

　古着や毛布がスラムの学校の自立運営を支えます。

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

　　
たくさんの ご協力ありがとうございました。　

第 20 回配達便回収（5/21 ～ 6/1）のべ 1677人（7822kg）
第 39 回デポー回収（5/31 ～ 6/3）のべ 169 人（699.9 ｋｇ）
　集まった毛布、中古のタオル・下着類はパキスタンでの卸値
も高いので、JFSA で選別後圧縮梱包し、7 月 4 日に JFSA
千葉センターでコンテナに詰めて送り出しました。

衣類・毛布・バッグなどの回収のお知らせ
回収品目は期間ごとに異なります。

● 配達便での回収　１週に付き１袋まで
　　９月 24 日（月）～ 10 月５日（金）
　　詳細は 9/10 週配布のちらしをご確認ください。

● デポー回収　
　　10 月 4 日（木）～７日（日）　
　　11 月 29 日（木）～12 月 2 日（日）
　　詳細はデポーのちらしをご覧ください。組合員でない方も持込可

● JFSA（千葉・東葛）への送付
　　10 月 19 日（金）～ 11 月 21 日（水）
　　（期間内の日曜 13：00 ～ 17：00 は JFSA へ持込も可）

● 回収品目について…衣類・寝具類・バッグなど
　・すべて他のどなたかが再び利用します。
　・シミ・汚れの無いものをお願いします。 
 　詳細はこちらを → http://jfsa.jpn.org/reuseitems

JFSA 古着ショップ　

10：30 ～ 19：00 （木曜定休）
　　　　　　　　　　＊駐車場あります

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

　柏 店 k
カ プ レ

apre　柏市大室 176-1
　　　　　tel：04-7110-0984

　 JFSA 便り

古着などがスラムの学校アル・カイールアカデミーを支えるまで…。

少しでも役に立てばという想いから
JFSA の活動は始まります

センターで選別
約 250 種類に分けます

　約 20％　　国内販売
　利益は JFSA の活動を支える資金に

　約 80％　パキスタンへ輸出 
　卸販売　利益が学校の運営資金
　（先生の給料や教材費など）に
　卸販売　利益が学校の運営資金

↑ファイバーリサイクルうらやすのリサイクル浴
　衣市：タスニーム副校長と縫製工房リーダー
　のサルマさん

↑キャンパス２の子どもたち：ゴミ捨て場に暮らす人々
　のなかには少数派の宗教を信仰している人もいます

↑コンテナの積み出し。前列左から 2 人めが
　アル・カイールアカデミーのムザヒル校長

年 3 回
1・5・9月予定

年 6 回偶数月
第１木～日予定

年 3 回
2・6・10月予定
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イベント・情報

フードバンクちば　キックオフイベント

８月 31 日（金）10：00 ～ 12：00
会場：船橋市勤労市民センター ホール

担当：福祉・たすけあい事業部
　　　柴山  043-278-7768

田んぼの学校　稲刈り

９月 8 日（土）10：00 ～ 13：00
集合：JA ちばみどり溜下倉庫（旭市鎌数）

定員：100 人
担当：事業部　岡崎　043-278-7693

さかなの学校

９月 22 日（土）10：00 ～ 15：00
集合：南房総市千倉町
定員：30 人　参加費：1,500 円担当：
担当：事業部　岡崎　043-278-7693

ブロック企画
ペットボトル風車を作ろう

８月 20 日（月）10：30 ～ 13：00

中央公民館（船橋市）　　託児あり　
参加費 200 円／家族 　材料費 800 円
担当：早川　047-379-1540
親子ミルク教室

8 月 29 日（水）10：30 ～ 13：00
センター松戸
託児あり　定員 25 人　参加費 300 円
担当：鈴木　047-385-4646
Let's 美ママ！筋トレランチ

９月３日（月）10：00 ～ 13：00
センター柏  大会議室

託児あり　参加費 500 円
担当：三宅　04-7134-3801
ちりめんで季節の小物を作りましょう

9 月 3 日（月）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘地域交流スペース陽だまり

参加費 500 円（ゲスト 600 円）

担当：三宅　04-7134-3801
夕食を作りましょう

9 月 4 日（火）14：00 ～ 16：00
デポー松葉町 2 階組合員室

参加費 400 円 /1 食・持ち帰りのみ

担当：三宅　04-7134-3801
おにぎりチャレンジ予選会
9 月 6 日（木）10：30 ～ 13：00

センター松戸
託児あり　定員 10 人　参加費 300 円
担当：鈴木　047-385-4646
包丁砥いでランチ会

9 月 7 日（金）10：00 ～ 13：00
パークシティ柏の葉キャンパス 1 番街
キッチンラウンジ
託児あり　参加費300 円 （ゲスト500 円）

担当：三宅　04-7134-3801
本格チャプチェを皆で作って食べましょう

9 月 8 日（土）11：00 ～ 14：00
デポーおおたかの森 地域交流スペースこだち

参加費 500 円
担当：三宅　04-7134-3801
包丁砥いでランチをしよう

9 月 12 日（水）10：00 ～ 13：30　
デポー松葉町 2 階組合員室

定参加費　材料費
担当：三宅　04-7134-3801

＊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。

小野寺 翼（つばさ）くん 2017.06 
石田 千晃（ちあき）くん 2017.07 
山田 明日架（あすか）ちゃん 2017.07 
広沢 すみれ ちゃん 2017.09 
長嶋 亮佑（りょうすけ）くん 2017.09 
石塚 蓮子（れんこ）ちゃん 2017.10 
白川 禄野（ろくや）くん 2018.01 
今井 翔太（しょうた）くん 2018.05 
松村 隼人（はやと）くん 2018.05 
本間 太人（たいと）くん 2018.05 

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！

＊８月 11 ～ 19 日、

　各センターはお休みです。
＊ここに掲載されているブロック企画は、　　
所属ブロック以外の方でも参加できます。

2018 年度のプレゼントは、固型せっけん１個、台所用液体せっ
けんおれんじ 250ml と絵本『せっけん生活はじめませんか？』

アンケート
に答えると、
こどもハミ
ガキもさし
あげます！

＊ 9/10 ～ 21 フードドライブ（食品の回収）
を予定しています。詳しくは、別途配布のちら
しをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　

tel：043-202-1471
受付時間　10：00 ～ 17：00

（日曜・祝日を除く）

生活クラブくらしと家計の相談室
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

お詫びと訂正
7 月号 13 ページ「せっけんの街」の本文で、アーシアン
の名称が間違っていました。正しくは、特定非営利活動
法人地球市民交流基金 EARTHIAN（アーシアン）です。

7ページ「こども食堂基金」の表の「カレーおばさんの日」
の助成金額が間違っていました。正しくは、30,000円です。

「こんにちは！赤ちゃん♪せっけんプレゼント」の田嶋圭ちゃ
んを「くん」と表示してしまいました。申し訳ありません。

生活クラブ虹の街 本部全館
千葉市美浜区真砂 5-21-12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　詳しくはちらしを配布します。

参加費

無  料

発見　いっぱい

　　たのしさ　おいしさ　

見て　ふれて　食べて

　　生産者に会って　

生活クラブを見つけよう！

19 の生産者を招いて
　　　　おいしい試食

　　　　　  いっぱい！

　委員会・事業所・　
　　出展団体ブースも

　　　　お楽しみに！　

＊参加費は昼食材料費等を含みます。詳しくは、
別途配布のちらしをご覧ください。
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夢風ニュース＆申込書

申込書・申請書
　コルザ８月号

配達時または、デポーフロアに提出して下さい。

　＊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。

本部宛　　　田んぼの学校・さかなの学校 / 岡崎

2017 年度第５回
グリーンファンド秋田理事会報告
　５月11日開催。主な議案は、2017
年度事業活動報告及び決算報告、2018
年度事業活動方針案及び予算案、役
員の辞任に伴う役員候補の推薦、第10
期社員総会の議事日程についてなどです。
　2017年度の年間発電量は5,051,450
kWhで、前年比 103.0％、計画比
106.8％。平均風速は 6.5m/s で前年
比 110.2％、稼働率は 90.6％で前年
比 97.1％、設備利用率は 29.1％で前
年比 102.5％となりました。７月に
風車ブレードの補修を実施しました
が、順調に運転稼働しています。また、
2017 年度は東北電力による解列＊の
要請が多く発生しました。

　2018 年度の方針案では、年間発電
量 4,731,400kWh を計画します。ま
た、にかほ市と生活クラブ首都圏４単
協、グリーンファンド秋田による「地
域間連携による持続可能な自然エネル
ギー社会に向けた共同宣言」にもとづ
き、連携推進協議会の方針実現に向け
て取り組みをすすめます。連携推進協
議会の基に設置されている「夢風ブラ
ンド生産者連絡会」の事務局機能を担
い地域間連携を広げます。
映画『おだやかな革命』各地で上映中

　生活クラブ風車「夢風」を通じ、生
活クラブとにかほ市や遊佐町との関係
が登場する『おだやかな革命』が東京
のポレポレ東中野での公開をスタート
に首都圏から各地へと劇場公開が始
まっています。

　映画は、自然エネルギーによる地域
再生とこれからの時代の「豊かさ」を
巡る物語で、ナレーションの女優の鶴
田真由さんはこう語ります。
「この映画には、静かに力強く、ふつ
ふつと湧き上がってくる力がありま
す。その力はあまりにも美しく、切な
く、愛に満ちていて、胸が締め付けら
れそうにもなります。でも、そこに『光』
を感じます。パンドラの箱に残った『希
望』のように」。
　にかほ市でも、９月２日（日）に仁
賀保勤労青少年ホームでの自主上映開
催が決まりました。これに合わせて「暮
らしの選択」をテーマとしたマルシェ
を開催し、にかほや遊佐の産物も紹介・
販売します。
風車の発電実績
　4 月の発電量…370,505kWh
　5月の発電量…402,151kWh

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

＊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

○

1 9/8　田んぼの学校　稲刈り　
同伴者（　　人）お名前

　　　　　　（家族・組合員・員外）
8/24

2 9/22　さかなの学校
同伴者（　　人）お名前

　　　　　　（家族・組合員・員外）
9/7

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）

＊発電機と送電系統を切り離すこと

＊夢風ニュース vol.71vol.72 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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イベント・情報

フードバンクちば　キックオフイベント

８月 31 日（金）10：00 ～ 12：00
会場：船橋市勤労市民センター ホール

担当：福祉・たすけあい事業部
　　　柴山  043-278-7768

田んぼの学校　稲刈り

９月 8 日（土）10：00 ～ 13：00
集合：JA ちばみどり溜下倉庫（旭市鎌数）

定員：100 人
担当：事業部　岡崎　043-278-7693

さかなの学校

９月 22 日（土）10：00 ～ 15：00
集合：南房総市千倉町
定員：30 人　参加費：1,500 円担当：
担当：事業部　岡崎　043-278-7693

ブロック企画
ペットボトル風車を作ろう

８月 20 日（月）10：30 ～ 13：00

中央公民館（船橋市）　　託児あり　
参加費 200 円／家族 　材料費 800 円
担当：早川　047-379-1540
親子ミルク教室

8 月 29 日（水）10：30 ～ 13：00
センター松戸
託児あり　定員 25 人　参加費 300 円
担当：鈴木　047-385-4646
Let's 美ママ！筋トレランチ

９月３日（月）10：00 ～ 13：00
センター柏  大会議室

託児あり　参加費 500 円
担当：三宅　04-7134-3801
ちりめんで季節の小物を作りましょう

9 月 3 日（月）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘地域交流スペース陽だまり

参加費 500 円（ゲスト 600 円）

担当：三宅　04-7134-3801
夕食を作りましょう

9 月 4 日（火）14：00 ～ 16：00
デポー松葉町 2 階組合員室

参加費 400 円 /1 食・持ち帰りのみ

担当：三宅　04-7134-3801
おにぎりチャレンジ予選会
9 月 6 日（木）10：30 ～ 13：00

センター松戸
託児あり　定員 10 人　参加費 300 円
担当：鈴木　047-385-4646
包丁砥いでランチ会

9 月 7 日（金）10：00 ～ 13：00
パークシティ柏の葉キャンパス 1 番街
キッチンラウンジ
託児あり　参加費300 円 （ゲスト500 円）

担当：三宅　04-7134-3801
本格チャプチェを皆で作って食べましょう

9 月 8 日（土）11：00 ～ 14：00
デポーおおたかの森 地域交流スペースこだち

参加費 500 円
担当：三宅　04-7134-3801
包丁砥いでランチをしよう

9 月 12 日（水）10：00 ～ 13：30　
デポー松葉町 2 階組合員室

定参加費　材料費
担当：三宅　04-7134-3801

＊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。

小野寺 翼（つばさ）くん 2017.06 
石田 千晃（ちあき）くん 2017.07 
山田 明日架（あすか）ちゃん 2017.07 
広沢 すみれ ちゃん 2017.09 
長嶋 亮佑（りょうすけ）くん 2017.09 
石塚 蓮子（れんこ）ちゃん 2017.10 
白川 禄野（ろくや）くん 2018.01 
今井 翔太（しょうた）くん 2018.05 
松村 隼人（はやと）くん 2018.05 
本間 太人（たいと）くん 2018.05 

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！

＊８月 11 ～ 19 日、

　各センターはお休みです。
＊ここに掲載されているブロック企画は、　　
所属ブロック以外の方でも参加できます。

2018 年度のプレゼントは、固型せっけん１個、台所用液体せっ
けんおれんじ 250ml と絵本『せっけん生活はじめませんか？』

アンケート
に答えると、
こどもハミ
ガキもさし
あげます！

＊ 9/10 ～ 21 フードドライブ（食品の回収）
を予定しています。詳しくは、別途配布のちら
しをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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　

tel：043-202-1471
受付時間　10：00 ～ 17：00

（日曜・祝日を除く）

生活クラブくらしと家計の相談室
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

お詫びと訂正
7 月号 13 ページ「せっけんの街」の本文で、アーシアン
の名称が間違っていました。正しくは、特定非営利活動
法人地球市民交流基金 EARTHIAN（アーシアン）です。

7ページ「こども食堂基金」の表の「カレーおばさんの日」
の助成金額が間違っていました。正しくは、30,000円です。

「こんにちは！赤ちゃん♪せっけんプレゼント」の田嶋圭ちゃ
んを「くん」と表示してしまいました。申し訳ありません。

生活クラブ虹の街 本部全館
千葉市美浜区真砂 5-21-12

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　詳しくはちらしを配布します。

参加費

無  料

発見　いっぱい

　　たのしさ　おいしさ　

見て　ふれて　食べて

　　生産者に会って　

生活クラブを見つけよう！

19 の生産者を招いて
　　　　おいしい試食

　　　　　  いっぱい！

　委員会・事業所・　
　　出展団体ブースも

　　　　お楽しみに！　

＊参加費は昼食材料費等を含みます。詳しくは、
別途配布のちらしをご覧ください。
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夢風ニュース＆申込書

申込書・申請書
　コルザ８月号

配達時または、デポーフロアに提出して下さい。

　＊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。

本部宛　　　田んぼの学校・さかなの学校 / 岡崎

2017 年度第５回
グリーンファンド秋田理事会報告
　５月11日開催。主な議案は、2017
年度事業活動報告及び決算報告、2018
年度事業活動方針案及び予算案、役
員の辞任に伴う役員候補の推薦、第10
期社員総会の議事日程についてなどです。
　2017年度の年間発電量は5,051,450
kWhで、前年比 103.0％、計画比
106.8％。平均風速は 6.5m/s で前年
比 110.2％、稼働率は 90.6％で前年
比 97.1％、設備利用率は 29.1％で前
年比 102.5％となりました。７月に
風車ブレードの補修を実施しました
が、順調に運転稼働しています。また、
2017 年度は東北電力による解列＊の
要請が多く発生しました。

　2018 年度の方針案では、年間発電
量 4,731,400kWh を計画します。ま
た、にかほ市と生活クラブ首都圏４単
協、グリーンファンド秋田による「地
域間連携による持続可能な自然エネル
ギー社会に向けた共同宣言」にもとづ
き、連携推進協議会の方針実現に向け
て取り組みをすすめます。連携推進協
議会の基に設置されている「夢風ブラ
ンド生産者連絡会」の事務局機能を担
い地域間連携を広げます。
映画『おだやかな革命』各地で上映中

　生活クラブ風車「夢風」を通じ、生
活クラブとにかほ市や遊佐町との関係
が登場する『おだやかな革命』が東京
のポレポレ東中野での公開をスタート
に首都圏から各地へと劇場公開が始
まっています。

　映画は、自然エネルギーによる地域
再生とこれからの時代の「豊かさ」を
巡る物語で、ナレーションの女優の鶴
田真由さんはこう語ります。
「この映画には、静かに力強く、ふつ
ふつと湧き上がってくる力がありま
す。その力はあまりにも美しく、切な
く、愛に満ちていて、胸が締め付けら
れそうにもなります。でも、そこに『光』
を感じます。パンドラの箱に残った『希
望』のように」。
　にかほ市でも、９月２日（日）に仁
賀保勤労青少年ホームでの自主上映開
催が決まりました。これに合わせて「暮
らしの選択」をテーマとしたマルシェ
を開催し、にかほや遊佐の産物も紹介・
販売します。
風車の発電実績
　4 月の発電量…370,505kWh
　5月の発電量…402,151kWh

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

＊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

○

1 9/8　田んぼの学校　稲刈り　
同伴者（　　人）お名前

　　　　　　（家族・組合員・員外）
8/24

2 9/22　さかなの学校
同伴者（　　人）お名前

　　　　　　（家族・組合員・員外）
9/7

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）

＊発電機と送電系統を切り離すこと

＊夢風ニュース vol.71vol.72 より抜粋。全文
は生活クラブ虹の街HPで公開中です。
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日 月 火 水 木 金 土
5　

　　

6 7 8 9 10 11

12 13 14

お休み

15

お休み

16

お休み

17 18

19 20 21 22 23 24
 

25
　　　

26 27 28 29 30 31 9/1

８月のデポー

＊ 2018 年７月 12 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

冷凍品お買い得
２パック
 以上で ５％

off 

デポーのお休み
９月は９日

スタミナウィーク（～ 26）

デポーで生産者に会える！ 話が聞ける！

          ＤＥＰＯ

夏バテ防止スタミナフェア

遊 YOU 米（フロア米）値下げ（～12）

オープンお買い得フェア

５％
off 

５％
off 

５％
off 

ほうきね牛入荷

12

　　

全デポーお休みです。

５％
off 

（24）コルザ 2018 年 8 月号№ 397

ほうきね牛入荷

売り切り市

ポイント制度実施中 !
 

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の
班・個配の方も対象です。 

日曜市日曜市日曜市日曜市日曜市日曜市（8/26）（8/26）（8/26）

ビジョンフードの日

せっけんの街の日 ＊大津ヶ丘・園生は 8/7

せっけんの街のせっけん類など５％ off

日本果実工業ウィーク（～ 12）
黒豚の日黒豚の日 夏休みお盆フェア

平牧金華豚の日平牧金華豚の日

５％
off 

５％
off 

日曜市日曜市日曜市

近畿生産者ウィーク（～ 9/2）

デポー  メールマガジン 登録受付中！　登録無料
携帯・スマホにデポーの耳寄りな情報が届きます　

新松戸はリニューアル工事のため 8/12 ～23 お休みです。

　

　  デポー新松戸　

　第 1弾：8/24・25・26　
　 第２弾：8/31・9/1
　　第 3弾：9/7・8

ま 

つ 

り

お得！

５％
off 

新学期朝食応援フェア

10％
off 

５％
off 

遊 YOU 米 ( フロア米 ) 値下げ (8/1 ～ 12）＊一部対象外あり
　11 月に新米が登場する遊 YOU 米。新米の前に今あるお米を食べ
　切ましょう！8/12 まで遊 YOU 米フロア米が予約価格と同じに。

日本果実工業ウィーク (8/6 ～ 12)
   ジュース・ジャム・ゼリーなどでおなじみ「日本果実工業」の品目を紹介
　瀬戸内ぶどうゼリー・萩の夏みかんマーマレード
夏休みお盆フェア（8/10・11）
　お盆休みのディナーにはステーキと天ぷらがおすすめ
　開拓牛とほうきね牛（11 日入荷）のステーキアイテム
　エコシュリンプ M とむき身・天ぷら粉
ビジョンフード青果の日（8/13）8 月のテーマは青果物
　生活クラブの野菜や果物の特徴やおいしい食べ方などを
　試食と共にご紹介します。

オープンお買い得フェア（8/17・18）豚肉でスタミナ回復！
　平牧三元豚生姜焼き用・肩ロース焼肉用・
　ロース焼肉用・食酢・純米酢など
スタミナウィーク（美勢商事・和高スパイス）（8/20 ～ 26）
　餃子の「美勢商事」と「和高スパイス」の品目を
　ご紹介します。　　　　　　肉焼売　
　チューブ入りのわさび・辛子・おろししょうが
夏バテ防止スタミナフェア（8/24・25）夏バテ解消に焼肉を！
　開拓牛の焼肉用全品・焼肉のたれ
　旬の時期に入るさんまも入荷予定です。
近畿生産者ウィーク（8/27 ～ 9/2）
　トマトケチャップの「コーミ」・パックだしの「みえぎょれん」・
　梅ぼしの「王隠堂農園」など、近畿地方の生産者を紹介します。

新学期朝食応援フェア（8/31・9/1）いよいよ新学期
　あらびきウインナー・ロースハム
　プレーンヨーグルト・マーマレード 410g など

デポーおおたかの森

デポー真砂 デポーみつわ台 デポー園生 デポー浦安

デポー新松戸 デポー大津ヶ丘 デポー松葉町 デポー木刈

夏野菜の日

緑黄色野菜の日

リニューアル
　オープン
　 8/24

お得！
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