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組合員の皆さんに１月理事会の報告をします。
１. 市原ブロック管内の組合員の声に応え、今後も継続して共同
購入に参加できるよう県南部の地域に個別配送の展開をすすめて
います。2019 年度は御宿・大原台、富津、館山エリアに組合員
を増やし個別配送を開始します。
２. 遺伝子組み換えいらない！キャンペーンの呼びかけに応え、

ゲノム編集技術の規制等を求める団体署名を行いました。
３．こども食堂の立ち上げと運営を支援するこども食堂基金の寄
付募集を３月に実施、助成募集は原則年１回、４月に行います。 
４．2018 年 10 月からデポー大津ヶ丘で実験取組を行っていた、
新たな情報配布の中間点検報告がされました。2019年度も大津ヶ
丘に地域性の違う千葉ブロックの１デポーを加え実験を継続します。

12 月の組織報告   総供給高　　1,015,666,510 円　　
　　　　　　　　     総組合員数　43,102 人（班 4,940 人  個別 21,261 人　デポー 11,932 人　経済共済 4,969 人）
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特　集

　　生活クラブでんき
　　おすすめポイント

① 自然エネルギー比率、
　 国内トップクラス！
発電実績の構成は毎月の明細書でお知ら

せしています。将来的には自然エネルギー

100%をめざしています。

② 手続き簡単！
電力契約申込書と口座振替依頼書の2枚を提

出するだけ！約１～２ヵ月後に切り替わります。

③ 違約金はありません！
（株）生活クラブエナジー事業安定のため、1

年以上の契約をお願いします。
④ 料金かわりません！
多くの家庭が契約している「従量電灯メ
ニュー」と同額です。オール電化など割引契

約を行っている場合は除きます。

⑤ マンションや賃貸もOK！
マンションやアパートでの一括契約している

場合は除きます。

自然エネルギー 100％へ

　生活クラブでは太陽光や風力、小水
力発電所の自前建設と共に、市民共同
発電所やパートナー会社とも連携し、
自然エネルギーを中心に供給、その電
源構成を毎月公開。現在の実績は自然
エネルギー比率 60％以上ですが、将
来的に 100％をめざしています。

「原発反対」とチェルノブイリ原発事故

1986 年４月 26 日、ソビエト連邦
（当時）のチェルノブイリ原子力発電
所で事故が起こりました。国は輸入
食品に対する放射能の暫定基準値を
370B

ベクレル

q/kg、生活クラブは国の基準の
1/10 である 37Bq/kg を暫定自主基
準値とし、自主基準値を超えた食品は
供給をストップしました。この時、生
活クラブに供給されていた三重県の
わたらい茶の検査で、最大 227Bq/kg
のセシウムが検出されました。国の基
準値以下だったものの、生活クラブの
自主基準値を上回っていたため供給停
止となり、そのわたらい茶を生活クラ
ブで引き取り、各地域の生活クラブに
配布して原発や放射能について考える
材料としていく活動になりました。

起きてしまった3.11福島第一原発事故

原発と放射能について学ぶなかで、
青森県六ケ所村の「六ヶ所再処理工場」
がありました。この工場は、国内の原
子力発電所で燃やされた使用済み核燃
料からウランとプルトニウムを取り出
す化学工場です。原子力発電所が１年
間で排出する量に匹敵する膨大な放射

能をたった１日で排出することを知り、
本格稼働の反対を訴えている最中に福
島第一原子力発電所の事故が起きてし
まったのです。最も深刻な事故と評価
され、国際原子力事故評価尺度（INES）
最高値のレベル７。

世界中の人々の脅威 FUKUSHIMA

3.11 の福島第一原子力発電所の事
故は、放射能の飛散によって大気・海
洋・大地を汚染しました。そこには県
境も国境もなく、人・動物・植物など
あらゆる生きものへ影響を及ぼし、健
康・環境への影響は甚大なものとなり
ました。未だ避難を余儀なくされてい
る人、さまざまな事情により定住を選
択した人、健康被害を被った人など苦
しんでいる多くの人たち。８年経った
現在も収束の目途はたっておらず、被
爆量によっては命までも奪う原子力発
電所について、再稼働はあり得るのか
考えるきっかけとなりました。しかし、
当事国である日本は原発再稼働に躍起
になり、世界の国々は自然エネルギー
へとシフトしていったのです。

原発反対だけでは何も変わらない・・・
代替エネルギーの誕生

原発に依存しないエネルギーを自分
たちでつくり出そうと動き出したのが
2008 年。２年かけて議論を重ね、東
京・神奈川・埼玉・千葉の理事会で（株）生活クラブエナジー

太陽光 (FIT)
8.5％

25.5％

39.0％

風力 (FIT)

水力 (FIT)

バイオマス(FIT)

バイオマス(FIT 以外）

その他
6.6％

電源構成
2017年度実績

3.5％

16.9％

生活クラブで
んきで、原発のない未来を子どもたちに！



生活クラブでんきにしてみたら･･･

千葉市　Aさん

我が家はオール電化ですが生活クラブで

んきに切り替えました。

電気料金の支払い先が原発推進に繋が

ることに不安を感じたからです。

契約プランを電化上手から従量電灯に

替えれば切り替えできます。

千葉市　Nさん

原発ではなく自然エネルギーの電気を応

援したくて、電力自由化とともに生活ク

ラブエナジーに切り替えました。節電の

意識も高まり、エコな毎日です！

袖ヶ浦市　Mさん

原発事故は二度と起こしてはならない、

と思っていたのですぐに申し込みました。

身近な生協で、自然エネルギーのでんき

を使えるのはありがたいです。

佐倉市　Bさん

『原発は NO！』の意思表示も込めて、

生活クラブでんきに切り替えました。ク

リーンな電気はとても気持ちが良いです。

節電意識も高まりました。
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構想を決定。内容
は、第１ステップ：
モデルとしての風
車 建 設（2012 年
３月稼働）、第２
ステップ：風車から事業所への電力供
給（2012 年４月開始）、第３ステッ
プ：自分たちの電力会社を設立（2014
年 10 月設立）し、事業所や組合員家
庭への電力供給（2016 年６月～）で、
1つ 1つ丁寧にすすめてきました。
　同様に、生活クラブの各事業所では
太陽光発電の設置がすすみ、千葉では
センター市原の倉庫の屋根に 53kW
の太陽光発電所（愛称：そらみん）を
設置しました。これらの電気もまた、
生活クラブの電力会社、（株）生活ク
ラブエナジーを通して事業所や組合員
宅へ供給されています。
　首都圏で始まった、エネルギーを自
分たちの手に取り戻そうという動きは、
2013 年、全国の生活クラブグループ
で展開することとなり、人と自然が共
生していく社会をめざし、①減らす（省
エネ）、②つくる（再生可能エネルギー
をつくる）、③つかう（つくった電気
は自らが選択して使う）を掲げました。

組合員の望み自然エネルギーの電気

2016 年４月からの電力小売り自由
化により、私たちの家庭でも電力会社
を選べるようになりました。2015 年、
組合員 5,000 人を対象に行ったアン
ケートでは 70％の組合員が再生可能
エネルギーを利用したいと回答してい
ましたが、現在自然エネルギー比率の
高い「生活クラブでんき」の利用者は、
全国で 15,000 人（内千葉では 1,900
人）。全国40万人の組合員に対して「生
活クラブでんき」を利用しているのは
たった４%（千葉は５%）です。

また、間接的な加害者に？

　福島第一原発事故により、福島で発
電していた電気は首都圏で利用されて

いることを多
くの人が知り
ました。一度事
故が起これば
被害を被って

しまうのは原発周辺の人たちで、利用
している私たちの責任は？私たちは原
発事故で何を決意したのでしょうか？
 　多くの電力会社では安さを売りに
していますが、本当にそれで良いので
しょうか？コンセントの先をたどると
何で発電されているのか？電力会社と
の契約は、その会社の方針や理念を応
援していることと同じです。今一度多
くの皆さんに考えて欲しいと思います。

食材を選ぶように電気も選ぼう！

私たち生活クラブでは、放射能や添
加物・遺伝子組み換え作物や食品・農
薬などさまざまな食の問題について対
応してきました。一方で、福島第一原
発事故により、環境が汚染されると私
たちの食べ物までも汚染されてしまう
ことが、周知の事実となりました。
　子どもたちに残したい未来は、私た
ちの選択にかかっています。エネル
ギーを選択するということは、生き方
・未来を選択することです。エネルギー
（電気）も食と同じ、生活になくては
ならないものだからこそ、食材を選ぶ
ように電気も選んで欲しいと思います。

あの生産者も利用しています！

　生活クラブのエネルギー政策の理念
やエネルギー７原則に共感し、切なる
要望があって、消費材の生産者も「生
活クラブでんき」を利用。牛乳の新生
酪農（株）、豚肉の（株）平田牧場、せっ
けん・シャンプーのヱスケー石鹸（株）
などです。同様に、パタゴニア日本支
社でも利用されています。

　多くの方が私たちの自然エネルギー
を選択されることを期待します！　　

　　　　  　環境委員長　船水　香

資料請求は組織部まで  
tel：043-278-7172

生活クラブで
んきで、原発のない未来を子どもたちに！
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「生活クラブのお葬式」について

生活クラブ葬祭サービス
生活クラブ・スピリッツ（株）シニア事業部

0120-098-325    葬儀受付：24時間受付・年中無休　　　　　　　　　　　　　    ご相談受付：月～土9：00～ 17：00
＊東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県以外からの

電話は、03-5285-0983に。

生活クラブ葬

風の旅

生活クラブ組合員に向けた葬儀

　関連事業は、生活クラブ葬祭サービ
スが窓口となり、お葬式の生前相談、
お葬式、遺品整理、手元供養、霊園・
墓地・墓石、仏壇・仏具、相続手続相
談など広く行われています。
　「素性の確かなものを自らの手でつ
くり生活を豊かにする」という生活ク
ラブの姿勢がここにも生かされ、組合
員が参加して葬儀プラン「風の旅」を
つくりました。
　提携の葬儀社や業者とは丁寧に協議
を重ねています。
　この間の実績と葬儀の簡素化を受け、
15 年度から内容を一部見直し価格も
下げることができました。

折々に活用できる相談窓口

　大きな特徴は相談機能が充実してい
ることです。

１つ目は、生前相談。
自身や家族の最期に向けて葬儀

の内容や費用について相談しておくこ
とができます。
　生活クラブ葬祭サービスにフリーダ
イヤルが設置されていますので、気軽
に相談することができます。

２つ目は、式の打合せへの同行が
できます。

　どういう葬儀にしたいのか、混乱し
がちな当事者の希望を聞き、相談に乗

りながら葬儀社と共に内容を決めてい
きます。これは、「ワーカーズコレク
ティブ葬祭さぽーと千葉」に委託して
います。

３つ目は、事後案内。
ファイナンシャルプランナー資

格を持った組合員が後日自宅に伺い、
相続などの事後手続きについて相談に
乗ります。

　ただでさえ悲しみを抱え慌しいなか、
非常に多くのことを自分で調べたり判
断することは容易ではありません。
　利用者からは、「このような時だか
らこそ直接話しをして相談に乗っても
らえることが大変心強かった」との声
が寄せられています（いずれも費用は
かかりません）。

生活クラブ葬「風の旅」

隔月配布されている「お葬式リーフ
レット」をご存知ですか？地域の葬儀
社と提携することにより生活クラブ葬
「風の旅」が利用できる範囲が広がっ
ています。
　一昨年、昭和セレモニーと提携後
はエコロジー棺が使えることから東葛
地域で施行件数が増加しています。ま
たこの４月からは我孫子駅近くの「ア
ビコセレモア」も加わる予定です。醤
油の生産者タイヘイグループの運営で、
事前確認の見学では細かな心配りの
感じられる会場だと感じました。
　近年関心の高まっている海洋散骨
は、（株）ハウスボートクラブのBLUE 
OCEAN CEREMONYと提携してお
り、10月の東京湾体験クルーズでは、
スタイルは変っても遺族の心に寄り添
う供養のようすを確認し、樹木葬など
と合わせ、選択肢も多様化しています。

　生活クラブ葬「風の旅」には通夜
と告別式を２日間行う「スタンダード」、
告別式のみの「ワンデー」、火葬のみ
の「シンプル」があり、それぞれエコ棺・
ドライアイス・仏衣・遺影写真・骨壺・
位牌・施行管理費など葬儀に必須な
内容が盛り込まれています。全国的に
は小規模でシンプルになる傾向ですが、
千葉では少人数の家族葬でも丁寧に
送り出す施行が増えているそうです。
　思いがけない急な葬儀に家族は慌
ててしまいます。葬儀社との打ち合わ
せに「W.Co 葬祭さぽーと千葉」の葬
祭サポーターに同席してもらうと、落
ち着いて検討できると好評です。また
「生前相談」で自身や家族の最期に向
けて、葬儀内容や費用について相談し
ている方も増えています。
　「どうしよう…」と慌てる前に、各
ブロックで開催される葬儀の学習会
に参加していろいろな事例を聞いてみ
るのもいいですね。

福祉委員　西原和代
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小規模保育おおたかの森

　開園して約 1年が経ちました。大
きなけがや事故もなくこられたのも、
職員の頑張りはもちろん、たくさんの
方々に生活クラブ保育園を見守ってい
ただいているおかげと感謝の気持ちで
一杯です。
　開園当初は、初めての保育園生活に
とまどっていた子どもたちもすっかり
保育園に慣れ、よく食べ、良く眠り、
よく遊び逞しく成長しています。特に
生活クラブの食材を 100％使った給
食は安心・安全な保育園の生活に欠か
せないものとなっています。これから
も、生活クラブの食材を使った給食を
基本として食育に力を入れながら子ど
もたちにとって何が大切なのかを考え
ながらすすんでいきたいと思います。

２歳児で卒園、それから…

　当園卒園後の２歳児以降の受け皿と
して５歳までの市内保育園６園（私立
５園、公立１園）と連携しています。
連携園を希望される保護者に対しては
ある程度優先して入園できるよう行政
が配慮しています。

春から…２年め

　春にはいよいよ２年めがスタートし
ます。新入園児を迎え、子どもたちに
とって保育園が楽しい・居心地の良い
場所であることをめざし、職員と歩ん
でいきたいと思います。

園長　田中丸宏美

　　　　　はぐくみ隊

　柏ブロックで「はぐくみ隊」を結成し、組合

員中心のボランティア活動をしています。

お手玉やつみきづくり、入園式には、玄関に寄

せ植えを用意し、バルーンアートが得意な組合員

の力を借りて風船を飾りお祝いしました。

　園児が保育園に慣れてきてからは、先生と年

長の２歳児と一緒に野菜や花の種まきをしまし

た。夏には枝豆を収穫して給食で食べ、大好評

だったようです。12月、睡蓮鉢にメダカを飼い

始めました。

　２歳児はもうすぐ卒園です。地域のボランティ

アの仲間を増やしながら、今後もゆるやかに保

育園を支えていきたいと思います。　　

おかげさまで１年・・
・



『地球が壊れる前に』上映会

　 １ 月 ５ 日、
幕張国際研修
セ ン タ ー に
て、自然エネ
ルギーを広め
るネットワー
クちば主催の

『地球が壊れる
前に』上映会
が開催され、事前申し込みを上回る
184 人が参加しました。
　この映画は、アカデミー賞受賞俳
優であり国連平和大使のレオナルド・
ディカプリオさんの２年間にわたる世
界の旅を記録したものです。 
　旅のなかで彼は、気候変動により、
グリーンランドの膨大な氷河が水とな
り海面を押し上げ、島の低地部分の住
民は他の地域への避難を余儀なくされ
ている状況や、農作物や畜産業のため
にアマゾンやインドネシアの広大な熱
帯雨林が乱開発されている現実を目の
当たりにし、オバマ大統領や潘基文国

連事務総長・ローマ教皇フランシスコ
などとも対談しています。
　上映後には、アフリカ中央部で野生
生物の研究・保全に長年従事している
西原智昭が、アフリカでの状況などを
取り上げながら、映画の内容をより詳
しく説明されました。
　日本でもパリ協定が批准され、これ
からの未来のために私たちも変わって
いかなければなりません。現在の私た
ちの生活が地球に与える悪影響は、未
来予想ではなく、すでに現実に起きて
しまっています。この事実を知ること
が、変わるための第一歩になると思い
ます。　　 組織部　環境担当　宮間亮介

「子どもの生きる力と地域の力」

　１月 17 日、津田沼モリシアホール
にてコープ共済連後援くらしの見直し
講演会「こどもの生きる力と地域の力」
を開催しました。今年度は、地域の力・
コミュニティづくりがテーマの連続講
座で６月と１月の２回にわたり、茨城
県生涯学習・社会教育研究会会長の長

谷川幸介さん、えほんとパンの喫茶店
「なんだかうれしい」店主長谷川鈴子
さん夫妻の講演を企画しました。
　「人は未熟で生まれるレアな哺乳類。
何とか生き抜くために社会という大き
いゆりかごをつくり、より幸せになる
ために社会を変えてきました。人がひ
とりでは子育てできないのはホルモン
が関わっていて、女性ホルモン（エン
ドルフィン）が出産後出なくなること
で、周りの人で産婦を支えるようにで
きているんです」と幸助さん。
　現代の子育てが「孤育て」となり苦
しいのは、本来周りが支えることを一
人で無理しているからだと感じました。
　「子どもたちは人生の 1/4 をかけて

『学校・地域・家庭』の三角形の鳥居
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『地球が壊れる前に』上映会

第 43 回通常総代会開催と総代選挙
2019 年 2 月 26 日　理事会

お知らせ

総代選挙のお知らせ

生活クラブ生活協同組合定款第 45 条に基づき、
当組合の総代選挙を実施します。総代は生協の最
高決定機関である総代会に出席し、組合員の代表
として活動報告・決算・剰余金処分・活動方針・
予算等を審議し決定する重要な役割を持ちます。
その任期は１年です。総代選挙は、生活クラブ生
活協同組合総代選挙規約第２条に則り実施します。
その要領については、総代選挙管理委員会が４月
２日に公告します。立候補される組合員は、公告
された要領を確認の上、総代選挙管理委員会へ所
定の手続きを通して届け出てください。　　　　
　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　以上

生活クラブ生活協同組合 定款第 50 条に基づき、当組合の第 43 回通常
総代会を下記の通り開催しますので、お知らせします。
　　　　　　　　　　　　　

記

日時：2019 年６月 18 日（火）10：00 ～
会場：船橋市勤労市民センター  ホール
議案：
　第１号議案　2018 年度活動報告の承認の件
　第２号議案　2018 年度事業報告、決算報告及び剰余金処分の承認の件
　　　　　　    2018 年度監査報告
　第３号議案　2019 年度活動方針及び収支予算計画の決定の件　
　第４号議案　 役員の選挙の件　
　第５号議案　役員報酬決定の件
　第６号議案　役員退職慰労金支給の件　　　　　　　　　　　　　　
　第７号議案　 組合員の法定脱退処理の件　　　　　　　　　以上　
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を通り、生き抜く力を手にします。学
校は、幸せの技術である学力・知識を
得る場。地域は、いろんな大人がいて、
学校の規則からは外れる変なおじさん
の存在もありの社会力を身につける場。
家庭は、比べられない・かけがえのな
い場であり、自己肯定力を培う場。子
どもが学校から持ち帰った自慢のネタ
をパパママが笑う、これが子どもの自
信につながるんです！」これならでき
そうですね。
　「大切なのは人生の正解は人の数ほ
どあり、正解は 1 つじゃないことを
子どもに手渡していくことです」。
鈴子さんからは、子どもの眼差しや気
持ちが詰まった絵本「おかあさん げ
んきですか」と「わたしはひろがる」
の朗読。優しい語り口と子どもの純真
な心に涙ぐんでしまいました。
　「親はつい『○○しなさい！分かっ
てるの？』と口走ってしまいますが、
子どもは本来自分で決めて、自分でや
りたい、人の為に役に立ちたいと思っ
ているの。親の都合でイライラして怒
るのではなく『お母さん忙しいの、ど
うしたらいい？』と子どもに助けを求
めてみよう」とヒントをもらいました。
　地域の宝である子どもたちの力を信
じ、私たち大人が何をしたらいいのか
を考えさせられる講演会でした。

福祉委員　田端知江

『おだやかな革命』上映会

　 ２ 月 1 日、
千葉市美浜文
化ホールにて
環境委員会主
催『おだやか
な革命』上映
会を開催。90
人が参加しま
した。
それぞれの地域の人々が「自然と共生
できるエネルギー」について学び、深
めたからこそ生まれてくる本当の豊か

コルザ 2019 年 3 月号 No.404（7）

活動ファイル

さ…エネルギーだけではなく
人と人との繋がりによって生
まれてくる地域の形。その答
えは一つではなく、そこにい
る人たちによってさまざまな
形がになっていることが紹介
されています。
そしてこれからもゆっくりと
変化し広がっていくのだろう、と明る
い未来を感じさせられる映画です。
　参加者からも「これからのエネル
ギーに期待や希望を持った」という声
が多くありました。
　映画のなかでは、生活クラブの取り
組みも紹介されています。生活クラブ
では 3.11 福島原発以前から脱原発の
声を上げ、2012 年生活クラブ風車「夢
風」を秋田県にかほ市に建設。風車を
通じて都市部の組合員とにかほ市の
方々との交流が映し出されています。
生産者と一緒に作った夢風ブランド
は、人と人との交流から生まれた消費
材です。
　自然エネルギーといっても山林を切
り開いてつくられる発電所や投資目的
など課題はさまざまです。
　しかし、この映画から感じた希望や
気づきをみんなで共有し、身近なとこ
ろからできることは何なのか。「おだ
やかな革命」のように互いに学びなが
ら変化し、成長していきたいと思いま
した。　　　　　   環境委員　善塔晃子

CO2 内部監査

　２月８日、千葉市美浜区のセンター
千葉で CO2 内部監査を実施しました。
当日参加したのは、環境委員会
メンバー８人。羽

は ら

良良秀・千葉
ブロック事務局長にヒアリング
および現地確認しました。
　CO2 内 部 監 査 と は、 生 活 ク
ラブの自主管理監査制度の１つ
で、拠点（本部・センター・デ
ポー）について CO2 削減や省
エネの視点でチェックするシス

テムです。内部の監査を組合員が自ら
することで、職員やワーカーズと共に
環境整備を確認し合い、改善と向上を
めざします。2006 年からスタートし
た制度で、千葉単協ではこれまでデ
ポー浦安とデポー新松戸を監査しまし
た。
　今回は配送センターで初の CO2 内
部監査ということで、事前学習をしっ
かり行い、センター千葉および本部管
理部門も巻き込んでの監査となりまし
た。センター建物内の清掃は行き届い
ていましたが、節電や節水について張
り紙でなどですぐに目につくようにす
ることを確認しました。問題は倉庫
内。広いので一見整っているように見
えますが、清掃が甘かったり、不要物
が積みあがっていたり…。今後いつ大
地震が起こるか分からないので、計画
的に庫内の整備を行うことを確認しま
した。また、配送トラックのエコドラ
イブを徹底するための仕組み作りも必
要と確認しました。
　CO2 削減を考えると、そこで活動
する人にも優しい環境にも繋がりま
す。自宅でもこの視点でチェックして
みることをおすすめめします！

環境委員　畔上久美

CO2 内部監査
『おだやかな革命』上映会
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みることをおすすめめします！

環境委員　畔上久美

CO2 内部監査
『おだやかな革命』上映会
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『地球が壊れる前に』上映会

　 １ 月 ５ 日、
幕張国際研修
セ ン タ ー に
て、自然エネ
ルギーを広め
るネットワー
クちば主催の

『地球が壊れる
前に』上映会
が開催され、事前申し込みを上回る
184 人が参加しました。
　この映画は、アカデミー賞受賞俳
優であり国連平和大使のレオナルド・
ディカプリオさんの２年間にわたる世
界の旅を記録したものです。 
　旅のなかで彼は、気候変動により、
グリーンランドの膨大な氷河が水とな
り海面を押し上げ、島の低地部分の住
民は他の地域への避難を余儀なくされ
ている状況や、農作物や畜産業のため
にアマゾンやインドネシアの広大な熱
帯雨林が乱開発されている現実を目の
当たりにし、オバマ大統領や潘基文国

連事務総長・ローマ教皇フランシスコ
などとも対談しています。
　上映後には、アフリカ中央部で野生
生物の研究・保全に長年従事している
西原智昭が、アフリカでの状況などを
取り上げながら、映画の内容をより詳
しく説明されました。
　日本でもパリ協定が批准され、これ
からの未来のために私たちも変わって
いかなければなりません。現在の私た
ちの生活が地球に与える悪影響は、未
来予想ではなく、すでに現実に起きて
しまっています。この事実を知ること
が、変わるための第一歩になると思い
ます。　　 組織部　環境担当　宮間亮介

「子どもの生きる力と地域の力」

　１月 17 日、津田沼モリシアホール
にてコープ共済連後援くらしの見直し
講演会「こどもの生きる力と地域の力」
を開催しました。今年度は、地域の力・
コミュニティづくりがテーマの連続講
座で６月と１月の２回にわたり、茨城
県生涯学習・社会教育研究会会長の長

谷川幸介さん、えほんとパンの喫茶店
「なんだかうれしい」店主長谷川鈴子
さん夫妻の講演を企画しました。
　「人は未熟で生まれるレアな哺乳類。
何とか生き抜くために社会という大き
いゆりかごをつくり、より幸せになる
ために社会を変えてきました。人がひ
とりでは子育てできないのはホルモン
が関わっていて、女性ホルモン（エン
ドルフィン）が出産後出なくなること
で、周りの人で産婦を支えるようにで
きているんです」と幸助さん。
　現代の子育てが「孤育て」となり苦
しいのは、本来周りが支えることを一
人で無理しているからだと感じました。
　「子どもたちは人生の 1/4 をかけて

『学校・地域・家庭』の三角形の鳥居
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『地球が壊れる前に』上映会

第 43 回通常総代会開催と総代選挙
2019 年 2 月 26 日　理事会

お知らせ

総代選挙のお知らせ

生活クラブ生活協同組合定款第 45 条に基づき、
当組合の総代選挙を実施します。総代は生協の最
高決定機関である総代会に出席し、組合員の代表
として活動報告・決算・剰余金処分・活動方針・
予算等を審議し決定する重要な役割を持ちます。
その任期は１年です。総代選挙は、生活クラブ生
活協同組合総代選挙規約第２条に則り実施します。
その要領については、総代選挙管理委員会が４月
２日に公告します。立候補される組合員は、公告
された要領を確認の上、総代選挙管理委員会へ所
定の手続きを通して届け出てください。　　　　
　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　以上

生活クラブ生活協同組合 定款第 50 条に基づき、当組合の第 43 回通常
総代会を下記の通り開催しますので、お知らせします。
　　　　　　　　　　　　　

記

日時：2019 年６月 18 日（火）10：00 ～
会場：船橋市勤労市民センター  ホール
議案：
　第１号議案　2018 年度活動報告の承認の件
　第２号議案　2018 年度事業報告、決算報告及び剰余金処分の承認の件
　　　　　　    2018 年度監査報告
　第３号議案　2019 年度活動方針及び収支予算計画の決定の件　
　第４号議案　 役員の選挙の件　
　第５号議案　役員報酬決定の件
　第６号議案　役員退職慰労金支給の件　　　　　　　　　　　　　　
　第７号議案　 組合員の法定脱退処理の件　　　　　　　　　以上　

「子どもの生きる力と地域の力」
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を通り、生き抜く力を手にします。学
校は、幸せの技術である学力・知識を
得る場。地域は、いろんな大人がいて、
学校の規則からは外れる変なおじさん
の存在もありの社会力を身につける場。
家庭は、比べられない・かけがえのな
い場であり、自己肯定力を培う場。子
どもが学校から持ち帰った自慢のネタ
をパパママが笑う、これが子どもの自
信につながるんです！」これならでき
そうですね。
　「大切なのは人生の正解は人の数ほ
どあり、正解は 1 つじゃないことを
子どもに手渡していくことです」。
鈴子さんからは、子どもの眼差しや気
持ちが詰まった絵本「おかあさん げ
んきですか」と「わたしはひろがる」
の朗読。優しい語り口と子どもの純真
な心に涙ぐんでしまいました。
　「親はつい『○○しなさい！分かっ
てるの？』と口走ってしまいますが、
子どもは本来自分で決めて、自分でや
りたい、人の為に役に立ちたいと思っ
ているの。親の都合でイライラして怒
るのではなく『お母さん忙しいの、ど
うしたらいい？』と子どもに助けを求
めてみよう」とヒントをもらいました。
　地域の宝である子どもたちの力を信
じ、私たち大人が何をしたらいいのか
を考えさせられる講演会でした。

福祉委員　田端知江

『おだやかな革命』上映会

　 ２ 月 1 日、
千葉市美浜文
化ホールにて
環境委員会主
催『おだやか
な革命』上映
会を開催。90
人が参加しま
した。
それぞれの地域の人々が「自然と共生
できるエネルギー」について学び、深
めたからこそ生まれてくる本当の豊か
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さ…エネルギーだけではなく
人と人との繋がりによって生
まれてくる地域の形。その答
えは一つではなく、そこにい
る人たちによってさまざまな
形がになっていることが紹介
されています。
そしてこれからもゆっくりと
変化し広がっていくのだろう、と明る
い未来を感じさせられる映画です。
　参加者からも「これからのエネル
ギーに期待や希望を持った」という声
が多くありました。
　映画のなかでは、生活クラブの取り
組みも紹介されています。生活クラブ
では 3.11 福島原発以前から脱原発の
声を上げ、2012 年生活クラブ風車「夢
風」を秋田県にかほ市に建設。風車を
通じて都市部の組合員とにかほ市の
方々との交流が映し出されています。
生産者と一緒に作った夢風ブランド
は、人と人との交流から生まれた消費
材です。
　自然エネルギーといっても山林を切
り開いてつくられる発電所や投資目的
など課題はさまざまです。
　しかし、この映画から感じた希望や
気づきをみんなで共有し、身近なとこ
ろからできることは何なのか。「おだ
やかな革命」のように互いに学びなが
ら変化し、成長していきたいと思いま
した。　　　　　   環境委員　善塔晃子

CO2 内部監査

　２月８日、千葉市美浜区のセンター
千葉で CO2 内部監査を実施しました。
当日参加したのは、環境委員会
メンバー８人。羽

は ら

良良秀・千葉
ブロック事務局長にヒアリング
および現地確認しました。
　CO2 内 部 監 査 と は、 生 活 ク
ラブの自主管理監査制度の１つ
で、拠点（本部・センター・デ
ポー）について CO2 削減や省
エネの視点でチェックするシス

テムです。内部の監査を組合員が自ら
することで、職員やワーカーズと共に
環境整備を確認し合い、改善と向上を
めざします。2006 年からスタートし
た制度で、千葉単協ではこれまでデ
ポー浦安とデポー新松戸を監査しまし
た。
　今回は配送センターで初の CO2 内
部監査ということで、事前学習をしっ
かり行い、センター千葉および本部管
理部門も巻き込んでの監査となりまし
た。センター建物内の清掃は行き届い
ていましたが、節電や節水について張
り紙でなどですぐに目につくようにす
ることを確認しました。問題は倉庫
内。広いので一見整っているように見
えますが、清掃が甘かったり、不要物
が積みあがっていたり…。今後いつ大
地震が起こるか分からないので、計画
的に庫内の整備を行うことを確認しま
した。また、配送トラックのエコドラ
イブを徹底するための仕組み作りも必
要と確認しました。
　CO2 削減を考えると、そこで活動
する人にも優しい環境にも繋がりま
す。自宅でもこの視点でチェックして
みることをおすすめめします！

環境委員　畔上久美

CO2 内部監査
『おだやかな革命』上映会
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　１月 25 日、デポー浦安地域交流ス
ペース ULaLaKa にて、コミュニティ

「クラブラヴィータ・ベイ」の出雲路
めぐみさんによる、うららかタイム（予
約不要・出入り自由企画）を行いまし
た。　
　今回のテーマは、お正月の余りもの
で恵方巻・お汁粉をつくろうというも
の。恵方巻の具材にはいろいろありま
すが、おせち料理やオードブルの具材
でおいしい恵方巻がつくれることを紹
介。生活クラブのおせちセット（紅白

かまぼこ・伊達巻等）、たたきごぼう、
スモークサーモンなどを使用しました。
お汁粉は、こしあんをお湯でのばすだ
けなので簡単。
　参加者は 11 人。「恵方巻をつくり
たい」「何をつくっているのか見に来
た」という組合員さんが参加。巻きす
で巻くコツは、「酢飯を海苔にしっか
り押し広げること」「バラバラになり
やすいものは最初に並べること」。出
雲路さんのアドバイスを聞きながら、
みんなで楽しくつくることができまし

た。
　生活クラブのおいしい消費材でつ
くった恵方巻は、家族に喜ばれること
間違いなし！「今年は家でつくってみ
るわ！」と参加者。最後はおいしいお
汁粉でほっこりと笑顔あふれる企画と
なりました。      運営委員　藤原あゆみ
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　12 月 14 日、センター柏にて新・
おしゃべりキッチンを開催しました。

「昔ながらの◯◯◯、ご飯のお供とお
茶の話」をテーマに、（有）高千穂漢
方研究所（はとむぎ茶）の長友繁隆さ
ん、（有）月山パイロットファーム（赤
かぶ漬け）の出

い ず も じ

雲路めぐみさん、（株）
秦山食品商行（からし明太子）の河野
大地さんに話しを聞きました。　
　昔から日本で親しまれているお茶・
お漬物・明太子ですが、市販品には、
安心できない原材料・添加物・化学調

味料が使われている物があります。　
　一方で生活クラブの消費材は、原材
料から加工までこだわりが詰まり、価
格以上の価値とプライドが込められて
います。
　お話を聞いた後は、普段なかなかお
会いする機会のない生産者の方々と交
流できる大チャンスのランチ会。実際
に食べてみて出てきた疑問を、ラフな
空間で気軽に聞くことができ、有意義
な時間となったようです。組合員同士
だから初対面でも笑顔で話しができ、

和気あいあいとした雰囲気の会となり
ました。
　これからも生産者と組合員が自然と
笑顔になり、組合員がもっと消費材を
好きになれるような企画にしたいと思
います。　　　　運営委員　畑口恵理香

　１月 16 日、センター松戸にてコミュ
ニティ / アルバムカードの会が「ア
コーディオンアルバムを作ろう」を
開催。コミュニティメンバー中心に 7
人が参加しました。
　今回は、アコーディオンのように
たたむと 20 × 10 ㎝、開くと 20 × 60
㎝の表裏両面使えてそのまま開いて立
てて飾ることもできるアルバムをつく
りました。
　子どもの写真や家族の写真でつくる
人、ハンドメイドが好きな人は自身の

作品アルバムに。同じ形のアルバムで
すが、色合いや飾りつける素材によっ
て、仕上がりのイメージが異なります。
つくるのも楽しいし、完成したアルバ
ムをお互いに鑑賞するのも楽しい時間
です。製作の後は消費材を囲みほっと
一息ティータイム。
　アルバムカードの会は発足してから
約４年。２ヵ月に 1 回くらいのペー
スで活動してきましたが、残念なこと
に今回で最後となりました。ハロウィ
ンやクリスマスの季節物をはじめ、多

種多様のアルバムづくりなど、何度参
加しても新鮮でとっても楽しいコミュ
ニティでした。
　惜しむ声がたくさんあがっていまし
たので、解散してもスポットでの開催
があるようです。楽しみです。

運営委員　上原倫豊子

アコーディオンアルバムつくり

うららかタイム恵方巻＆お汁粉

柏ブロック柏ブロック

松戸ブロック

柏ブロック柏ブロック

松戸ブロック

ベイブロック

＊ QR コードで各ブロックの Facebook へ！

新・おしゃべりキッチン
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　1 月 24 日、佐倉市志津コミュニティ
センターにて「生産者グループきばる」
の高橋昇さんを招き、きばるの甘夏生
産者交流会を開催。20 人が参加しま
した。
　「きばる」とは、熊本弁で「がんば
る」という意味です。1950 年代、チッ
ソ工場からタレ流されたメチル水銀の
被害にあった漁師達が陸に活路を求め
て甘夏作りを行ったのが始まりでした。

「被害者が加害者にならない」をスロー
ガンに掲げ、きばるの甘夏は皮まで丸

ごと安心して食べられるよう、無農薬
栽培を目標に取り組んでいます。
　高橋さんの話の後は、カタログやデ
ポーでも取り扱っている皮むき器を
使用してみんなで甘夏むきをしまし
た。「こんなに簡単に剥けるなら今年
はマーマレードづくりに初挑戦してみ
たい」と好評でした。ランチには甘夏
ちらし寿司・チキンのマーマレード煮・
甘夏サラダをつくり、高橋さんを囲ん
で楽しい昼食となりました。
　水俣病患者の支援のために 25 歳の

時に東京から移
住した高橋さん。
甘 夏 へ の 情 熱・
探 求 心・ こ だ わ

り、「安心安全のおいしい甘夏を大勢
の人に食べてもらいたい」という気持
ちが伝わり、これからも大勢の方に伝
え、食べ続けることで応援したいと思
いました。　　       運営委員　小林友子
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　1 月 11 日、デポー真砂・地域交流
スペース渚にて、生産者グループきば
る消費地交流会を開催しました。
　熊本県水俣市から高倉草児さんを招
き、生産者グループきばるや甘夏づく
りについて話しを聞きました。水俣病
の歴史から始まり、高倉さんの家族が
支援のため県外から移住したこと、甘
夏の生産がなかなかうまくいかず苦労
したことなど、皆さん熱心に聞いてい
ました。質疑応答の後、グループに分
かれてジャムをつくりました。ジャム

を煮詰めている間に、生の甘夏
も試食しました。思った程酸っぱくな
くて食べやすかったです。参加者から
感想を聞き、ランチ交流会。メニュー
は、甘夏サラダ・豚肉のマーマレード
煮、シラス入り甘夏炊き込みご飯です。
　「水俣病の被害にあったから、加害
者にはならない」という信念をもって
無農薬をめざし・有機栽培で甘夏をつ
くっているという話を聞いて、応援し
たいという感想が多く寄せられました。
規格外のものを集めて出してはどうか

などの提案もありました。
　甘夏は２月から本格的なシーズンに
入るので皆さんもぜひ食べてみてくだ
さい。生産者の話を直接聞いて、消費
材に対する思いやその地域のことを理
解するチャンス。生産者交流会にぜひ
ご参加ください！　   

運営委員　岩谷美穂子

千葉ブロック きばるの甘夏の季節

　1 月 25 日、市原市勤労会館 YOU
ホールにて、映画『いただきます』実
行委員会と食のフォーラムの共催で、
～玄米をおいしく炊こう～をテーマに
料理会を開催しました。
　「玄米は体に良いって聞くけど、ど
う炊けば良いのだろう」という思いの
幅広い年代 38 人が参加しました。
　まずは、ビオサポマイスターの山口
初代さんが玄米のおいしい炊き方のコ
ツをデモンストレーション。４グルー
プに分かれて調理スタート。玄米の洗

い方は拝み洗いがポイント。しっかり
汚れを落とします。今回は炊飯器と圧
力鍋（小豆入りと玄米のみ）で炊き比
べ。水の量と時間を加減して簡単にお
いしく炊き上がりました。思っていた
より難しくなかったので家でも炊いて
みたいという声も。その他にひじき煮・
青菜やネギを入れた栄養満点の納豆・
味噌玉を使った即席みそ汁で簡単ラン
チのできあがり。
　映画に登場した高取保育園は、長年
食育に力を入れ、玄米和食にこだわっ

てきました。子どもたちがご飯と味噌
汁を夢中になって食べているシーンを
見て、自分たちで味噌をつくるなど小
さなうちから食を身近に思えるのは、
とても大切なことだと思いました。ぜ
ひ、玄米を今日の食卓に取り入れてみ
てはいかがでしょうか？

食のフォーラムメンバー　萬俵基江

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック
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　１月 25 日、デポー浦安地域交流ス
ペース ULaLaKa にて、コミュニティ

「クラブラヴィータ・ベイ」の出雲路
めぐみさんによる、うららかタイム（予
約不要・出入り自由企画）を行いまし
た。　
　今回のテーマは、お正月の余りもの
で恵方巻・お汁粉をつくろうというも
の。恵方巻の具材にはいろいろありま
すが、おせち料理やオードブルの具材
でおいしい恵方巻がつくれることを紹
介。生活クラブのおせちセット（紅白

かまぼこ・伊達巻等）、たたきごぼう、
スモークサーモンなどを使用しました。
お汁粉は、こしあんをお湯でのばすだ
けなので簡単。
　参加者は 11 人。「恵方巻をつくり
たい」「何をつくっているのか見に来
た」という組合員さんが参加。巻きす
で巻くコツは、「酢飯を海苔にしっか
り押し広げること」「バラバラになり
やすいものは最初に並べること」。出
雲路さんのアドバイスを聞きながら、
みんなで楽しくつくることができまし

た。
　生活クラブのおいしい消費材でつ
くった恵方巻は、家族に喜ばれること
間違いなし！「今年は家でつくってみ
るわ！」と参加者。最後はおいしいお
汁粉でほっこりと笑顔あふれる企画と
なりました。      運営委員　藤原あゆみ

（8）コルザ 2019 年 3 月号 No.404

ブロック活動ファイル

　12 月 14 日、センター柏にて新・
おしゃべりキッチンを開催しました。

「昔ながらの◯◯◯、ご飯のお供とお
茶の話」をテーマに、（有）高千穂漢
方研究所（はとむぎ茶）の長友繁隆さ
ん、（有）月山パイロットファーム（赤
かぶ漬け）の出

い ず も じ

雲路めぐみさん、（株）
秦山食品商行（からし明太子）の河野
大地さんに話しを聞きました。　
　昔から日本で親しまれているお茶・
お漬物・明太子ですが、市販品には、
安心できない原材料・添加物・化学調

味料が使われている物があります。　
　一方で生活クラブの消費材は、原材
料から加工までこだわりが詰まり、価
格以上の価値とプライドが込められて
います。
　お話を聞いた後は、普段なかなかお
会いする機会のない生産者の方々と交
流できる大チャンスのランチ会。実際
に食べてみて出てきた疑問を、ラフな
空間で気軽に聞くことができ、有意義
な時間となったようです。組合員同士
だから初対面でも笑顔で話しができ、

和気あいあいとした雰囲気の会となり
ました。
　これからも生産者と組合員が自然と
笑顔になり、組合員がもっと消費材を
好きになれるような企画にしたいと思
います。　　　　運営委員　畑口恵理香

　１月 16 日、センター松戸にてコミュ
ニティ / アルバムカードの会が「ア
コーディオンアルバムを作ろう」を
開催。コミュニティメンバー中心に 7
人が参加しました。
　今回は、アコーディオンのように
たたむと 20 × 10 ㎝、開くと 20 × 60
㎝の表裏両面使えてそのまま開いて立
てて飾ることもできるアルバムをつく
りました。
　子どもの写真や家族の写真でつくる
人、ハンドメイドが好きな人は自身の

作品アルバムに。同じ形のアルバムで
すが、色合いや飾りつける素材によっ
て、仕上がりのイメージが異なります。
つくるのも楽しいし、完成したアルバ
ムをお互いに鑑賞するのも楽しい時間
です。製作の後は消費材を囲みほっと
一息ティータイム。
　アルバムカードの会は発足してから
約４年。２ヵ月に 1 回くらいのペー
スで活動してきましたが、残念なこと
に今回で最後となりました。ハロウィ
ンやクリスマスの季節物をはじめ、多

種多様のアルバムづくりなど、何度参
加しても新鮮でとっても楽しいコミュ
ニティでした。
　惜しむ声がたくさんあがっていまし
たので、解散してもスポットでの開催
があるようです。楽しみです。

運営委員　上原倫豊子

アコーディオンアルバムつくり

うららかタイム恵方巻＆お汁粉

柏ブロック柏ブロック

松戸ブロック

柏ブロック柏ブロック

松戸ブロック
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＊ QR コードで各ブロックの Facebook へ！
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　1 月 24 日、佐倉市志津コミュニティ
センターにて「生産者グループきばる」
の高橋昇さんを招き、きばるの甘夏生
産者交流会を開催。20 人が参加しま
した。
　「きばる」とは、熊本弁で「がんば
る」という意味です。1950 年代、チッ
ソ工場からタレ流されたメチル水銀の
被害にあった漁師達が陸に活路を求め
て甘夏作りを行ったのが始まりでした。

「被害者が加害者にならない」をスロー
ガンに掲げ、きばるの甘夏は皮まで丸

ごと安心して食べられるよう、無農薬
栽培を目標に取り組んでいます。
　高橋さんの話の後は、カタログやデ
ポーでも取り扱っている皮むき器を
使用してみんなで甘夏むきをしまし
た。「こんなに簡単に剥けるなら今年
はマーマレードづくりに初挑戦してみ
たい」と好評でした。ランチには甘夏
ちらし寿司・チキンのマーマレード煮・
甘夏サラダをつくり、高橋さんを囲ん
で楽しい昼食となりました。
　水俣病患者の支援のために 25 歳の

時に東京から移
住した高橋さん。
甘 夏 へ の 情 熱・
探 求 心・ こ だ わ

り、「安心安全のおいしい甘夏を大勢
の人に食べてもらいたい」という気持
ちが伝わり、これからも大勢の方に伝
え、食べ続けることで応援したいと思
いました。　　       運営委員　小林友子

コルザ 2019 年 3 月号 No.404（9）

ブロック活動ファイル

　1 月 11 日、デポー真砂・地域交流
スペース渚にて、生産者グループきば
る消費地交流会を開催しました。
　熊本県水俣市から高倉草児さんを招
き、生産者グループきばるや甘夏づく
りについて話しを聞きました。水俣病
の歴史から始まり、高倉さんの家族が
支援のため県外から移住したこと、甘
夏の生産がなかなかうまくいかず苦労
したことなど、皆さん熱心に聞いてい
ました。質疑応答の後、グループに分
かれてジャムをつくりました。ジャム

を煮詰めている間に、生の甘夏
も試食しました。思った程酸っぱくな
くて食べやすかったです。参加者から
感想を聞き、ランチ交流会。メニュー
は、甘夏サラダ・豚肉のマーマレード
煮、シラス入り甘夏炊き込みご飯です。
　「水俣病の被害にあったから、加害
者にはならない」という信念をもって
無農薬をめざし・有機栽培で甘夏をつ
くっているという話を聞いて、応援し
たいという感想が多く寄せられました。
規格外のものを集めて出してはどうか

などの提案もありました。
　甘夏は２月から本格的なシーズンに
入るので皆さんもぜひ食べてみてくだ
さい。生産者の話を直接聞いて、消費
材に対する思いやその地域のことを理
解するチャンス。生産者交流会にぜひ
ご参加ください！　   

運営委員　岩谷美穂子

千葉ブロック きばるの甘夏の季節

　1 月 25 日、市原市勤労会館 YOU
ホールにて、映画『いただきます』実
行委員会と食のフォーラムの共催で、
～玄米をおいしく炊こう～をテーマに
料理会を開催しました。
　「玄米は体に良いって聞くけど、ど
う炊けば良いのだろう」という思いの
幅広い年代 38 人が参加しました。
　まずは、ビオサポマイスターの山口
初代さんが玄米のおいしい炊き方のコ
ツをデモンストレーション。４グルー
プに分かれて調理スタート。玄米の洗

い方は拝み洗いがポイント。しっかり
汚れを落とします。今回は炊飯器と圧
力鍋（小豆入りと玄米のみ）で炊き比
べ。水の量と時間を加減して簡単にお
いしく炊き上がりました。思っていた
より難しくなかったので家でも炊いて
みたいという声も。その他にひじき煮・
青菜やネギを入れた栄養満点の納豆・
味噌玉を使った即席みそ汁で簡単ラン
チのできあがり。
　映画に登場した高取保育園は、長年
食育に力を入れ、玄米和食にこだわっ

てきました。子どもたちがご飯と味噌
汁を夢中になって食べているシーンを
見て、自分たちで味噌をつくるなど小
さなうちから食を身近に思えるのは、
とても大切なことだと思いました。ぜ
ひ、玄米を今日の食卓に取り入れてみ
てはいかがでしょうか？

食のフォーラムメンバー　萬俵基江

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック
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めぐみさんによる、うららかタイム（予
約不要・出入り自由企画）を行いまし
た。　
　今回のテーマは、お正月の余りもの
で恵方巻・お汁粉をつくろうというも
の。恵方巻の具材にはいろいろありま
すが、おせち料理やオードブルの具材
でおいしい恵方巻がつくれることを紹
介。生活クラブのおせちセット（紅白

かまぼこ・伊達巻等）、たたきごぼう、
スモークサーモンなどを使用しました。
お汁粉は、こしあんをお湯でのばすだ
けなので簡単。
　参加者は 11 人。「恵方巻をつくり
たい」「何をつくっているのか見に来
た」という組合員さんが参加。巻きす
で巻くコツは、「酢飯を海苔にしっか
り押し広げること」「バラバラになり
やすいものは最初に並べること」。出
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た。
　生活クラブのおいしい消費材でつ
くった恵方巻は、家族に喜ばれること
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かぶ漬け）の出
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雲路めぐみさん、（株）
秦山食品商行（からし明太子）の河野
大地さんに話しを聞きました。　
　昔から日本で親しまれているお茶・
お漬物・明太子ですが、市販品には、
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格以上の価値とプライドが込められて
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会いする機会のない生産者の方々と交
流できる大チャンスのランチ会。実際
に食べてみて出てきた疑問を、ラフな
空間で気軽に聞くことができ、有意義
な時間となったようです。組合員同士
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㎝の表裏両面使えてそのまま開いて立
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　子どもの写真や家族の写真でつくる
人、ハンドメイドが好きな人は自身の
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（10）コルザ 2019 年 3 月号 No.404

とんぼ舎さくら「3 種の味付け煮卵」　　　　　 4 月に新登場！

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 

　福祉作業所とんぼ舎さくらでは、障がいがある 18 歳以上の方を対象に
働く場を提供しています。農産加工工場と菓子工房、福祉農園・風の村
ファームの運営などに取り組んでいます。農産加工部門の利用者（メン
バー）は、福祉的支援を受けながら雇用契約を結び、働いています（就労
継続支援Ａ型事業）。
　とんぼ舎メンバーが製造に携わり、組合員さんに喜んでもらえる消費材
をつくりたい！という思いからスタートした「味付け煮卵」の開発。たく
さんのご協力をいただき、4月からのご提供となりました。

千葉カタログ（単協独自品）
4月第 3 回週をぜひご覧ください！
♪「味付け煮卵」は 3 種同時取り組み♪

　とんぼ舎さくらのメンバー一人ひとり、苦手なこと、働きづ
らさ、その日の調子はさまざまです。
（当然ながら、メンバーに限らず支援をする職員も同様です。）
メンバー・職員が相互補
完しながら、働き甲斐の
ある仕事・継続して働け
る職場づくりに取り組ん
でいます。
　新製品の製造は、とんぼ舎の新たな挑戦です。
４月から、組合員の皆さんにおいしく食べていただけるよう
「味付け煮卵」を一生懸命つくっていきます！

ゆで卵・殻むき
AIC の卵は、開放鶏舎で手作りのエサを食べ

て育った国産鶏の新鮮卵です。

茹で上がった卵をメンバーが手作業で殻むきし

ます。白身がはがれないよう慎重に、かつスピー

ディーに。うまくむけるよう特訓中です！

味付け
卵の風味を大切に、味付けをしていきます。

①醤油味②白だし味：タイヘイ（株）の伝統製法

の醤油と白だしを使用。NON-GM（遺伝子組み換

えでない）・食品添加物不使用で安心の調味料です。

③みそ味：地元佐倉の老舗㈱ヤマニ味噌の菜の

花みそを使用。国産原料・木樽仕込み。みそ味

には隠し味も。お楽しみに！

袋詰め・シール貼り
メンバーが丁寧に袋詰め、加工食品の一括表示

シール貼りをします。真っ直ぐに貼りますよ！

メンバーの仕事と「味付け煮卵」の原材料

①　農産加工：パリッとした食感と自然の味わいが人気のお漬物
②　菓子製造：生活クラブの卵と牛乳を使った手作りプリン
③　直売所：とんぼ舎さくら併設のお店。千葉の野菜・卵・米など販売
④　風の村ファーム：無農薬で漬物用大根や落花生・多種の野菜を栽培

佐倉のごはん

① ②

④③

「3 種の味付け煮卵」　　　　　 4 月に新登場！

おかず
・お弁

当・お
つまみ

に！

ラーメン・カレーの
トッピング
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ＮＰＯクラブ

市民のチカラをあつめる、つなぐ、高める、広げる。

　【住所】千葉市美浜区真砂 5-21-12
　 tel：043-303-1688　fax：043-303-1689　
　http://npoclub.com/

 e-mail: npo-club@par.odn.ne.jp
（認定 NPO）ちば市民活動・市民事業

　　サポートクラブ

コルザ 2019 年 3 月号 No.404（11）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

VAIC-CCI

だれもが自分らしく安心して暮らせる地域に。

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

地域食堂「みんなのテーブル」～園生～

認定

私たちは、一人ひとりの暮らしを大切
に、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。

東日本大震災の写真展を開催します

震災当時の写真、データで見る復興のあゆみ、千葉県内の支援団体の活動
紹介などをパネル展示します。ぜひご覧ください。入場無料。
日時：3 月 5 日（火）～11日（月）10：00 ～20：00（最終日 16：00 まで）
場所：そごう千葉店　地階　そごうギャラリー（本館・ジュンヌ館連絡通路）
主催：福島県県外避難者相談センター（ちば）tel：080-5418-7286

「忘れない東日本大震災－あれから 8 年」写真展

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 ：2019 年 4月1日～2020 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

空が広い！土がフカフカ！風の村ファーム

　毎月最終金曜日 16：30 から、生活
クラブいなげビレッジ虹と風の地域活
動スペース虹で、開催しています。

　毎月の食卓には、生活クラブ風の村
作草部の調理スタッフや地域のボラン
ティアが腕を振るい、心のこもった料理
が並びます。素材は生活クラブ虹の街の
消費材や、生活クラブ風の村とんぼ舎佐
倉の農園からの新鮮な野菜が中心です。

　ここで知り合い、
月 1 回会って食事するのが
何よりも楽しみという方、同じ町内の気
になる単身の男性に声をかけて一緒に
来てくれる方、「子育て中でゆっくり食
べるのは久しぶり…」という方、参加
の理由はさまざまですが、それぞれに
食卓を囲んで打ち解けておしゃべりを
楽しんでいます。

主旨に賛同して、ボランティアに来て
くれる方も増えてきています。

　場所 ：八街市八街ロ 下田さんの畑

大人　　　 　500 円
小学生以下　　無料
飲み物代　  各 50 円

日時：3 月 10 日（日）10：00 ～ 16：00
会場：穴川コミュニティセンター（千葉市稲毛区役所となり）　tel： 043-284-6155
内容：報道写真パネル展示、福島県産品の販売、手作り体験コーナー、避難者のた
　　　めの相談・交流コーナー、「浪江まち物語つたえ隊」による講演会・紙芝居など
主催：千葉市指定管理者（株）京葉美装

千葉と福島を繋ぎ、想い感じる交流イベント「LOVE！福島！！」

　毎月の食卓には、生活クラブ風の村
作草部の調理スタッフや地域のボラン

　ここで知り合い、
月 1 回会って食事するのが

主旨に賛同して、ボランティアに来て
くれる方も増えてきています。

「地域で孤立しやすい方 と々共に、暖かな食卓を囲んでゆるやかなつながりを作りたい」そんな思いで
生活クラブ虹の街、生活クラブ風の村、ワーカーズ樹、VAIC-CCI の 4 者が協力して運営しています。
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とんぼ舎さくら「3 種の味付け煮卵」　　　　　 4 月に新登場！

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 

　福祉作業所とんぼ舎さくらでは、障がいがある 18 歳以上の方を対象に
働く場を提供しています。農産加工工場と菓子工房、福祉農園・風の村
ファームの運営などに取り組んでいます。農産加工部門の利用者（メン
バー）は、福祉的支援を受けながら雇用契約を結び、働いています（就労
継続支援Ａ型事業）。
　とんぼ舎メンバーが製造に携わり、組合員さんに喜んでもらえる消費材
をつくりたい！という思いからスタートした「味付け煮卵」の開発。たく
さんのご協力をいただき、4月からのご提供となりました。

千葉カタログ（単協独自品）
4月第 3 回週をぜひご覧ください！
♪「味付け煮卵」は 3 種同時取り組み♪

　とんぼ舎さくらのメンバー一人ひとり、苦手なこと、働きづ
らさ、その日の調子はさまざまです。
（当然ながら、メンバーに限らず支援をする職員も同様です。）
メンバー・職員が相互補
完しながら、働き甲斐の
ある仕事・継続して働け
る職場づくりに取り組ん
でいます。
　新製品の製造は、とんぼ舎の新たな挑戦です。
４月から、組合員の皆さんにおいしく食べていただけるよう
「味付け煮卵」を一生懸命つくっていきます！

ゆで卵・殻むき
AIC の卵は、開放鶏舎で手作りのエサを食べ

て育った国産鶏の新鮮卵です。

茹で上がった卵をメンバーが手作業で殻むきし

ます。白身がはがれないよう慎重に、かつスピー

ディーに。うまくむけるよう特訓中です！

味付け
卵の風味を大切に、味付けをしていきます。

①醤油味②白だし味：タイヘイ（株）の伝統製法

の醤油と白だしを使用。NON-GM（遺伝子組み換

えでない）・食品添加物不使用で安心の調味料です。

③みそ味：地元佐倉の老舗㈱ヤマニ味噌の菜の

花みそを使用。国産原料・木樽仕込み。みそ味

には隠し味も。お楽しみに！

袋詰め・シール貼り
メンバーが丁寧に袋詰め、加工食品の一括表示

シール貼りをします。真っ直ぐに貼りますよ！

メンバーの仕事と「味付け煮卵」の原材料

①　農産加工：パリッとした食感と自然の味わいが人気のお漬物
②　菓子製造：生活クラブの卵と牛乳を使った手作りプリン
③　直売所：とんぼ舎さくら併設のお店。千葉の野菜・卵・米など販売
④　風の村ファーム：無農薬で漬物用大根や落花生・多種の野菜を栽培

佐倉のごはん

① ②

④③

「3 種の味付け煮卵」　　　　　 4 月に新登場！

おかず
・お弁

当・お
つまみ
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ラーメン・カレーの
トッピング
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ＮＰＯクラブ

市民のチカラをあつめる、つなぐ、高める、広げる。

　【住所】千葉市美浜区真砂 5-21-12
　 tel：043-303-1688　fax：043-303-1689　
　http://npoclub.com/

 e-mail: npo-club@par.odn.ne.jp
（認定 NPO）ちば市民活動・市民事業

　　サポートクラブ

コルザ 2019 年 3 月号 No.404（11）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

VAIC-CCI

だれもが自分らしく安心して暮らせる地域に。

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

地域食堂「みんなのテーブル」～園生～

認定

私たちは、一人ひとりの暮らしを大切
に、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。

東日本大震災の写真展を開催します

震災当時の写真、データで見る復興のあゆみ、千葉県内の支援団体の活動
紹介などをパネル展示します。ぜひご覧ください。入場無料。
日時：3 月 5 日（火）～11日（月）10：00 ～20：00（最終日 16：00 まで）
場所：そごう千葉店　地階　そごうギャラリー（本館・ジュンヌ館連絡通路）
主催：福島県県外避難者相談センター（ちば）tel：080-5418-7286

「忘れない東日本大震災－あれから 8 年」写真展

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 ：2019 年 4月1日～2020 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

空が広い！土がフカフカ！風の村ファーム

　毎月最終金曜日 16：30 から、生活
クラブいなげビレッジ虹と風の地域活
動スペース虹で、開催しています。

　毎月の食卓には、生活クラブ風の村
作草部の調理スタッフや地域のボラン
ティアが腕を振るい、心のこもった料理
が並びます。素材は生活クラブ虹の街の
消費材や、生活クラブ風の村とんぼ舎佐
倉の農園からの新鮮な野菜が中心です。

　ここで知り合い、
月 1 回会って食事するのが
何よりも楽しみという方、同じ町内の気
になる単身の男性に声をかけて一緒に
来てくれる方、「子育て中でゆっくり食
べるのは久しぶり…」という方、参加
の理由はさまざまですが、それぞれに
食卓を囲んで打ち解けておしゃべりを
楽しんでいます。

主旨に賛同して、ボランティアに来て
くれる方も増えてきています。

　場所 ：八街市八街ロ 下田さんの畑

大人　　　 　500 円
小学生以下　　無料
飲み物代　  各 50 円

日時：3 月 10 日（日）10：00 ～ 16：00
会場：穴川コミュニティセンター（千葉市稲毛区役所となり）　tel： 043-284-6155
内容：報道写真パネル展示、福島県産品の販売、手作り体験コーナー、避難者のた
　　　めの相談・交流コーナー、「浪江まち物語つたえ隊」による講演会・紙芝居など
主催：千葉市指定管理者（株）京葉美装

千葉と福島を繋ぎ、想い感じる交流イベント「LOVE！福島！！」

　毎月の食卓には、生活クラブ風の村
作草部の調理スタッフや地域のボラン

　ここで知り合い、
月 1 回会って食事するのが

主旨に賛同して、ボランティアに来て
くれる方も増えてきています。

「地域で孤立しやすい方 と々共に、暖かな食卓を囲んでゆるやかなつながりを作りたい」そんな思いで
生活クラブ虹の街、生活クラブ風の村、ワーカーズ樹、VAIC-CCI の 4 者が協力して運営しています。
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とんぼ舎さくら「3 種の味付け煮卵」　　　　　 4 月に新登場！

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 

　福祉作業所とんぼ舎さくらでは、障がいがある 18 歳以上の方を対象に
働く場を提供しています。農産加工工場と菓子工房、福祉農園・風の村
ファームの運営などに取り組んでいます。農産加工部門の利用者（メン
バー）は、福祉的支援を受けながら雇用契約を結び、働いています（就労
継続支援Ａ型事業）。
　とんぼ舎メンバーが製造に携わり、組合員さんに喜んでもらえる消費材
をつくりたい！という思いからスタートした「味付け煮卵」の開発。たく
さんのご協力をいただき、4月からのご提供となりました。

千葉カタログ（単協独自品）
4月第 3 回週をぜひご覧ください！
♪「味付け煮卵」は 3 種同時取り組み♪

　とんぼ舎さくらのメンバー一人ひとり、苦手なこと、働きづ
らさ、その日の調子はさまざまです。
（当然ながら、メンバーに限らず支援をする職員も同様です。）
メンバー・職員が相互補
完しながら、働き甲斐の
ある仕事・継続して働け
る職場づくりに取り組ん
でいます。
　新製品の製造は、とんぼ舎の新たな挑戦です。
４月から、組合員の皆さんにおいしく食べていただけるよう
「味付け煮卵」を一生懸命つくっていきます！

ゆで卵・殻むき
AIC の卵は、開放鶏舎で手作りのエサを食べ

て育った国産鶏の新鮮卵です。

茹で上がった卵をメンバーが手作業で殻むきし

ます。白身がはがれないよう慎重に、かつスピー

ディーに。うまくむけるよう特訓中です！

味付け
卵の風味を大切に、味付けをしていきます。

①醤油味②白だし味：タイヘイ（株）の伝統製法

の醤油と白だしを使用。NON-GM（遺伝子組み換

えでない）・食品添加物不使用で安心の調味料です。

③みそ味：地元佐倉の老舗㈱ヤマニ味噌の菜の

花みそを使用。国産原料・木樽仕込み。みそ味

には隠し味も。お楽しみに！

袋詰め・シール貼り
メンバーが丁寧に袋詰め、加工食品の一括表示

シール貼りをします。真っ直ぐに貼りますよ！

メンバーの仕事と「味付け煮卵」の原材料

①　農産加工：パリッとした食感と自然の味わいが人気のお漬物
②　菓子製造：生活クラブの卵と牛乳を使った手作りプリン
③　直売所：とんぼ舎さくら併設のお店。千葉の野菜・卵・米など販売
④　風の村ファーム：無農薬で漬物用大根や落花生・多種の野菜を栽培

佐倉のごはん

① ②

④③

「3 種の味付け煮卵」　　　　　 4 月に新登場！

おかず
・お弁

当・お
つまみ

に！

ラーメン・カレーの
トッピング
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ＮＰＯクラブ

市民のチカラをあつめる、つなぐ、高める、広げる。

　【住所】千葉市美浜区真砂 5-21-12
　 tel：043-303-1688　fax：043-303-1689　
　http://npoclub.com/

 e-mail: npo-club@par.odn.ne.jp
（認定 NPO）ちば市民活動・市民事業

　　サポートクラブ
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生活クラブ千葉グループからのお知らせ

  

  

  

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

地域食堂「みんなのテーブル」～園生～

認定

私たちは、一人ひとりの暮らしを大切
に、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。

東日本大震災の写真展を開催します

震災当時の写真、データで見る復興のあゆみ、千葉県内の支援団体の活動
紹介などをパネル展示します。ぜひご覧ください。入場無料。
日時：3 月 5 日（火）～11日（月）10：00 ～20：00（最終日 16：00 まで）
場所：そごう千葉店　地階　そごうギャラリー（本館・ジュンヌ館連絡通路）
主催：福島県県外避難者相談センター（ちば）tel：080-5418-7286

「忘れない東日本大震災－あれから 8 年」写真展

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 ：2019 年 4月1日～2020 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

空が広い！土がフカフカ！風の村ファーム

　毎月最終金曜日 16：30 から、生活
クラブいなげビレッジ虹と風の地域活
動スペース虹で、開催しています。

　毎月の食卓には、生活クラブ風の村
作草部の調理スタッフや地域のボラン
ティアが腕を振るい、心のこもった料理
が並びます。素材は生活クラブ虹の街の
消費材や、生活クラブ風の村とんぼ舎佐
倉の農園からの新鮮な野菜が中心です。

　ここで知り合い、
月 1 回会って食事するのが
何よりも楽しみという方、同じ町内の気
になる単身の男性に声をかけて一緒に
来てくれる方、「子育て中でゆっくり食
べるのは久しぶり…」という方、参加
の理由はさまざまですが、それぞれに
食卓を囲んで打ち解けておしゃべりを
楽しんでいます。

主旨に賛同して、ボランティアに来て
くれる方も増えてきています。

　場所 ：八街市八街ロ 下田さんの畑

大人　　　 　500 円
小学生以下　　無料
飲み物代　  各 50 円

日時：3 月 10 日（日）10：00 ～ 16：00
会場：穴川コミュニティセンター（千葉市稲毛区役所となり）　tel： 043-284-6155
内容：報道写真パネル展示、福島県産品の販売、手作り体験コーナー、避難者のた
　　　めの相談・交流コーナー、「浪江まち物語つたえ隊」による講演会・紙芝居など
主催：千葉市指定管理者（株）京葉美装

千葉と福島を繋ぎ、想い感じる交流イベント「LOVE！福島！！」

　毎月の食卓には、生活クラブ風の村
作草部の調理スタッフや地域のボラン

　ここで知り合い、
月 1 回会って食事するのが

主旨に賛同して、ボランティアに来て
くれる方も増えてきています。

「地域で孤立しやすい方 と々共に、暖かな食卓を囲んでゆるやかなつながりを作りたい」そんな思いで
生活クラブ虹の街、生活クラブ風の村、ワーカーズ樹、VAIC-CCI の 4 者が協力して運営しています。
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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 全国に広がるユニバーサル就労の仕組み！次年度は千葉でも！

（12）コルザ 2019 年 3 月号 No.404

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

５周年を迎えるにあたり

　年度末が近づき、私たちの活動も次年度でい
よいよ５周年を迎えることとなりました。
　昨年度からの２年間は現場支援に力を入れて
きたおかげで、当初は職場実践型のユニバーサ
ル就労のみの支援だったのが、現在では幅広い
対象像に対応できるようグループワークや適性
検査・職場実習など多様なメニューで多くの皆
さんにご利用いただけるまでになってきまし
た。

　特に通常の就職活動ではうまくいかない方・
障害者手帳を取得したものの、就職に向けてど
のような支援を受けたら良いのかわからない
方・そもそもどういうところに相談にいったら
いいのか…といった方も多く、問い合わせがあ
りました。
　直接支援を充実させるだけではなく、適した
機関にしっかりつなぐ「つなぎの支援」も大切
な使命の一つとなりました。
　また、多様な相談に合わせて職員も 20人を
超え、多様なバックグラウンドを持つ職員が多
様な視点で支援にあたっています。

広がるユニバーサル就労

　そして近年、全国でもユニバーサル就労の普
及が促進されています。
　静岡県富士市では「ユニバーサル就労推進条
例」が制定され、市の後押しでユニバーサル就
労の取り組みが始まりました。三重県鳥羽市で
もユニバーサル就労を活用した就労促進プロ
ジェクトが実施され、岩手県陸前高田市でもユ
ニバーサル就労支援センターの設立に向け、現
在準備がすすんでいます。また、大阪府でも富
士市と同様にユニバーサル就労の条例制定の動
きがあります。
　どの地域でも行政の力強いリーダーシップで
事業が推進されており、今年度は私たちもコン
サルティングという形で各地でお手伝いさせて
いただいた大変忙しい 1年となりました。

次年度は千葉県でも！

　さて、お膝元の千葉県では…残念ながら未だ
ユニバーサル就労の普及促進の歩みは遅いの
が現状です。法人設立 5周年となる次年度は、
千葉県での促進を図るべく、全国で先駆的に実
践されている皆さんをお招きし、さまざまなイ
ベントや企画を検討しています。
　そのようすは、また次年度のコルザで！

就労体験のようす

料理会のようす

会員募集中！
私たちの活動を応援してくださる
会員を募集しています！
また、ご寄付も随時
受け付けています。

詳細はQRコードから！
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せっけんの街

　生まれてくる新しい生命のために。

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

　　　　 

くらしと家計の相談室

生活のたて直しをお手伝いします。

　【住所】千葉市中央区中央 3-9-9 エレル千葉中央 304
　tel ：043-202-1471　fax：043-202-1474
　https://kurashitokakei.jp　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＊ホームページに書き込みシートがあります。                              くらしと家計の相談室

　NPOせっけんの街の活動の大き
な柱の一つに環境学習があります。先
日、成田市教育委員会からの依頼を
受け、市内の公立小学校家庭教育学
級でせっけんの良さを伝える学習会を
行いました。
　合成洗剤で洗った布巾を使って蒸し
た肉まんは、ブラックライトを当てる
と青白く光ります。参加者は、「知らず
に蛍光増白剤も食べてしまっているの
ですね」と驚かれました。食器洗いで
は、せっけんがよくお仕事をするため

には、予め紙や布でドレッシングなど
を拭き取ることが大切と伝えました。

　子どもたち自身が生物や環境にやさ
しいせっけんを選択できるよう、保護
者の方の理解が大切です。
　学校での次年度の家庭教育学級な
どにせっけんの街の環境学習チームを
ぜひお呼びください。合成洗剤から
せっけんに切り替えることで、持続可
能な地球環境へきょうから貢献できま
す。　

くらしと家計の相談室では相談
者さんと一緒に「家計表」を

作成します。「今の家計の状況を自
分自身で知ること」が一番初めに大
切なことだと考えているためです。
1ヵ月分の家計表をつくって収入と
支出のバランスを確認して、家計改
善の方法を一緒に考えていきます。

毎月の支出で、住居費や水光熱・
通信・教育・車両費の固定費・

保険料等をおおまかでも確認すると、
残りの生活費が食費や日用品・娯楽
費などの流動費として把握できます。

最近は、電話料金と一緒に電気代
を支払う、買い物を携帯代で払

う、衣類や食品をクレジットカード
決済する等、まとめて支払いをする
ことが多く、支出項目を通信費・食
費・クレジット引落しなど各費目に
分けることが難しくなっています。
時々、支払いの内訳を仕分けして確
認してみましょう。

借入残高や貯蓄額の確認を定期的
に行うことも大切です。「クレ

ジットカードのリボ払いを利用して
リボ払い金額を返済できているので

コルザ 2019 年 3 月号 No.404（13）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

一度、家計状況を書き出してみませんか

お詫びと訂正：2 月号の同相談室の記事で、正しくは「1 年間の医療費控除は 10 万円を超えると受けることができます。」に訂正させていただきます。

お子さんたちの環境学習にせっけんの街をお呼びください

シャワー室改修のお礼
手賀沼せっけん工場が建設されてか
ら34 年間使い続けてきたシャワー
室。せっけんまみれの体をキレイに
するにはなくてはならない施設。
虹の街のエッコロ福祉基金を始め、
多くの皆さまのご支援で、この度改
修が終了しました。
ありがとうございました。

問題がないと思っていましたが実は
リボ残高が毎月増えていた（債務が
増えている）」。「残高上限が来てリ
ボ払いが利用できなくなり困ってい
る」という相談が少なくありません。

１ヵ月分の家計記録は、市販の
家計簿や家計簿アプリを活用、

ノートに自分で書く、引落しの銀行
口座が記録になるので記帳して確認
するなど、自分ができるところから
始めましょう。

現在の家計を把握し、支出を点検。
削減できるところを考えて、貯

蓄の目標をたてる。皆さんも新年度
のこの時期に一度「家計表」をつくっ
て、ご自身の大切にしたい支出目標
に向かった貯蓄を始めたりしてみて
はいかがでしょうか。
参考資料：ＮＨＫテキストまる得マガジン「不
安解消！家計見直し術」横山光昭（ＮＨＫ出版）

成田市立橋賀台小学校の家庭教育学級
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　NPOせっけんの街の活動の大き
な柱の一つに環境学習があります。先
日、成田市教育委員会からの依頼を
受け、市内の公立小学校家庭教育学
級でせっけんの良さを伝える学習会を
行いました。
　合成洗剤で洗った布巾を使って蒸し
た肉まんは、ブラックライトを当てる
と青白く光ります。参加者は、「知らず
に蛍光増白剤も食べてしまっているの
ですね」と驚かれました。食器洗いで
は、せっけんがよくお仕事をするため

には、予め紙や布でドレッシングなど
を拭き取ることが大切と伝えました。

　子どもたち自身が生物や環境にやさ
しいせっけんを選択できるよう、保護
者の方の理解が大切です。
　学校での次年度の家庭教育学級な
どにせっけんの街の環境学習チームを
ぜひお呼びください。合成洗剤から
せっけんに切り替えることで、持続可
能な地球環境へきょうから貢献できま
す。　

くらしと家計の相談室では相談
者さんと一緒に「家計表」を

作成します。「今の家計の状況を自
分自身で知ること」が一番初めに大
切なことだと考えているためです。
1ヵ月分の家計表をつくって収入と
支出のバランスを確認して、家計改
善の方法を一緒に考えていきます。

毎月の支出で、住居費や水光熱・
通信・教育・車両費の固定費・

保険料等をおおまかでも確認すると、
残りの生活費が食費や日用品・娯楽
費などの流動費として把握できます。

最近は、電話料金と一緒に電気代
を支払う、買い物を携帯代で払

う、衣類や食品をクレジットカード
決済する等、まとめて支払いをする
ことが多く、支出項目を通信費・食
費・クレジット引落しなど各費目に
分けることが難しくなっています。
時々、支払いの内訳を仕分けして確
認してみましょう。

借入残高や貯蓄額の確認を定期的
に行うことも大切です。「クレ

ジットカードのリボ払いを利用して
リボ払い金額を返済できているので

コルザ 2019 年 3 月号 No.404（13）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

一度、家計状況を書き出してみませんか

お詫びと訂正：2 月号の同相談室の記事で、正しくは「1 年間の医療費控除は 10 万円を超えると受けることができます。」に訂正させていただきます。

お子さんたちの環境学習にせっけんの街をお呼びください

シャワー室改修のお礼
手賀沼せっけん工場が建設されてか
ら34 年間使い続けてきたシャワー
室。せっけんまみれの体をキレイに
するにはなくてはならない施設。
虹の街のエッコロ福祉基金を始め、
多くの皆さまのご支援で、この度改
修が終了しました。
ありがとうございました。

問題がないと思っていましたが実は
リボ残高が毎月増えていた（債務が
増えている）」。「残高上限が来てリ
ボ払いが利用できなくなり困ってい
る」という相談が少なくありません。

１ヵ月分の家計記録は、市販の
家計簿や家計簿アプリを活用、

ノートに自分で書く、引落しの銀行
口座が記録になるので記帳して確認
するなど、自分ができるところから
始めましょう。

現在の家計を把握し、支出を点検。
削減できるところを考えて、貯

蓄の目標をたてる。皆さんも新年度
のこの時期に一度「家計表」をつくっ
て、ご自身の大切にしたい支出目標
に向かった貯蓄を始めたりしてみて
はいかがでしょうか。
参考資料：ＮＨＫテキストまる得マガジン「不
安解消！家計見直し術」横山光昭（ＮＨＫ出版）

成田市立橋賀台小学校の家庭教育学級
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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 全国に広がるユニバーサル就労の仕組み！次年度は千葉でも！

（12）コルザ 2019 年 3 月号 No.404

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

５周年を迎えるにあたり

　年度末が近づき、私たちの活動も次年度でい
よいよ５周年を迎えることとなりました。
　昨年度からの２年間は現場支援に力を入れて
きたおかげで、当初は職場実践型のユニバーサ
ル就労のみの支援だったのが、現在では幅広い
対象像に対応できるようグループワークや適性
検査・職場実習など多様なメニューで多くの皆
さんにご利用いただけるまでになってきまし
た。

　特に通常の就職活動ではうまくいかない方・
障害者手帳を取得したものの、就職に向けてど
のような支援を受けたら良いのかわからない
方・そもそもどういうところに相談にいったら
いいのか…といった方も多く、問い合わせがあ
りました。
　直接支援を充実させるだけではなく、適した
機関にしっかりつなぐ「つなぎの支援」も大切
な使命の一つとなりました。
　また、多様な相談に合わせて職員も 20人を
超え、多様なバックグラウンドを持つ職員が多
様な視点で支援にあたっています。

広がるユニバーサル就労

　そして近年、全国でもユニバーサル就労の普
及が促進されています。
　静岡県富士市では「ユニバーサル就労推進条
例」が制定され、市の後押しでユニバーサル就
労の取り組みが始まりました。三重県鳥羽市で
もユニバーサル就労を活用した就労促進プロ
ジェクトが実施され、岩手県陸前高田市でもユ
ニバーサル就労支援センターの設立に向け、現
在準備がすすんでいます。また、大阪府でも富
士市と同様にユニバーサル就労の条例制定の動
きがあります。
　どの地域でも行政の力強いリーダーシップで
事業が推進されており、今年度は私たちもコン
サルティングという形で各地でお手伝いさせて
いただいた大変忙しい 1年となりました。

次年度は千葉県でも！

　さて、お膝元の千葉県では…残念ながら未だ
ユニバーサル就労の普及促進の歩みは遅いの
が現状です。法人設立 5周年となる次年度は、
千葉県での促進を図るべく、全国で先駆的に実
践されている皆さんをお招きし、さまざまなイ
ベントや企画を検討しています。
　そのようすは、また次年度のコルザで！

就労体験のようす

料理会のようす

会員募集中！
私たちの活動を応援してくださる
会員を募集しています！
また、ご寄付も随時
受け付けています。

詳細はQRコードから！
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せっけんの街

　生まれてくる新しい生命のために。

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

　　　　 

くらしと家計の相談室

生活のたて直しをお手伝いします。

　【住所】千葉市中央区中央 3-9-9 エレル千葉中央 304
　tel ：043-202-1471　fax：043-202-1474
　https://kurashitokakei.jp　　　　　　　　　　　　　　　　
　　＊ホームページに書き込みシートがあります。                              くらしと家計の相談室

　NPOせっけんの街の活動の大き
な柱の一つに環境学習があります。先
日、成田市教育委員会からの依頼を
受け、市内の公立小学校家庭教育学
級でせっけんの良さを伝える学習会を
行いました。
　合成洗剤で洗った布巾を使って蒸し
た肉まんは、ブラックライトを当てる
と青白く光ります。参加者は、「知らず
に蛍光増白剤も食べてしまっているの
ですね」と驚かれました。食器洗いで
は、せっけんがよくお仕事をするため

には、予め紙や布でドレッシングなど
を拭き取ることが大切と伝えました。

　子どもたち自身が生物や環境にやさ
しいせっけんを選択できるよう、保護
者の方の理解が大切です。
　学校での次年度の家庭教育学級な
どにせっけんの街の環境学習チームを
ぜひお呼びください。合成洗剤から
せっけんに切り替えることで、持続可
能な地球環境へきょうから貢献できま
す。　

くらしと家計の相談室では相談
者さんと一緒に「家計表」を

作成します。「今の家計の状況を自
分自身で知ること」が一番初めに大
切なことだと考えているためです。
1ヵ月分の家計表をつくって収入と
支出のバランスを確認して、家計改
善の方法を一緒に考えていきます。

毎月の支出で、住居費や水光熱・
通信・教育・車両費の固定費・

保険料等をおおまかでも確認すると、
残りの生活費が食費や日用品・娯楽
費などの流動費として把握できます。

最近は、電話料金と一緒に電気代
を支払う、買い物を携帯代で払

う、衣類や食品をクレジットカード
決済する等、まとめて支払いをする
ことが多く、支出項目を通信費・食
費・クレジット引落しなど各費目に
分けることが難しくなっています。
時々、支払いの内訳を仕分けして確
認してみましょう。

借入残高や貯蓄額の確認を定期的
に行うことも大切です。「クレ

ジットカードのリボ払いを利用して
リボ払い金額を返済できているので

コルザ 2019 年 3 月号 No.404（13）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

一度、家計状況を書き出してみませんか

お詫びと訂正：2 月号の同相談室の記事で、正しくは「1 年間の医療費控除は 10 万円を超えると受けることができます。」に訂正させていただきます。

お子さんたちの環境学習にせっけんの街をお呼びください

シャワー室改修のお礼
手賀沼せっけん工場が建設されてか
ら34 年間使い続けてきたシャワー
室。せっけんまみれの体をキレイに
するにはなくてはならない施設。
虹の街のエッコロ福祉基金を始め、
多くの皆さまのご支援で、この度改
修が終了しました。
ありがとうございました。

問題がないと思っていましたが実は
リボ残高が毎月増えていた（債務が
増えている）」。「残高上限が来てリ
ボ払いが利用できなくなり困ってい
る」という相談が少なくありません。

１ヵ月分の家計記録は、市販の
家計簿や家計簿アプリを活用、

ノートに自分で書く、引落しの銀行
口座が記録になるので記帳して確認
するなど、自分ができるところから
始めましょう。

現在の家計を把握し、支出を点検。
削減できるところを考えて、貯

蓄の目標をたてる。皆さんも新年度
のこの時期に一度「家計表」をつくっ
て、ご自身の大切にしたい支出目標
に向かった貯蓄を始めたりしてみて
はいかがでしょうか。
参考資料：ＮＨＫテキストまる得マガジン「不
安解消！家計見直し術」横山光昭（ＮＨＫ出版）

成田市立橋賀台小学校の家庭教育学級
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柏熊 宏武（ひろむ）くん 2018.01

本田 ゆきひさ くん 2018.03

松永 パウロ 実（みのる）くん 2018.06

長谷川　莞（かん）くん 2018.08

川本 知菜美（ちなみ）ちゃん 2018.08

小島 彩葉（いろは）ちゃん 2018.10

菅原　透（とおる）くん 2018.11

田中 陽乃（はるの）ちゃん 2018.11

柏原　愛（あい）ちゃん 2018.11

和田 絃生（いとな）ちゃん 2019.01

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

2018年度のプレゼントは、
固型せっけん1個（120ｇ）・台所用液体せっ
けん「おれんじ」（250ml）と絵本。プレゼ
ントに同封のせっけんアンケートに答えた方
には、こどもハミガキ（40ｇ）もプレゼント。

問い合わせは、センター・デポー・配達時など、
お気軽に声をかけてください。

こんにちは！赤ちゃん♪

せっけんプレゼント

お誕生 おめでとう！

ブロック企画

エネルギーカフェ

3 月 13 日（水）10：00 ～ 13：00
中央公民館（船橋市）
託児あり　参加費 300 円
担当：早川　047-379-1540
大津ヶ丘コミュニティカフェ

3 月 13 日（水）10：30 ～ 12：00
デポーおおたかの森 地域交流スペースこだち

託児あり（先着 4 人）
担当：児玉　04-7134-3801
きばる甘夏でジャム作り

3 月 13 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘地域交流スペース陽だまり

参加費 500 円
担当：児玉　04-7134-3801
包丁といでランチ

3 月 13 日（水）10：00 ～ 13：30
デポー松葉町 ２階組合員室
参加費（試食材料費）　　当日参加 OK！

担当：児玉　04-7134-3801
おいしいパン作り

3 月 16 日（土）10：00 ～ 13：00
デポーおおたかの森 地域交流スペースこだち

参加費 1,500 円
担当：児玉　04-7134-3801
Let's 美ママ♪筋トレ＆ランチ

3 月 18 日（月）10：00 ～ 13：00
センター柏　託児あり　

参加費 200 円・講師代 300 円
担当：児玉　04-7134-3801
消費材を使って家族を健康にしましょう

3 月 19 日（火）14：00 ～ 16：00
デポー松葉町 ２階組合員室
調理参加 400 円（ゲスト 550 円）

担当：児玉　04-7134-3801
憲法カフェ『檻のなかのライオン』で

学ぶ「日本国憲法」

3 月 19 日（火）10：10 ～ 12：00
デポー真砂　地域交流スペース渚

託児あり　定員 15 人　
担当：清松　043-278-7629
オレンジカフェ風の村

3 月 22 日（金）13：30 ～ 15：00
生活クラブ風の村 流山サポートハウス 
地域交流スペースから風

ふ る

流
参加費 100 円
担当：児玉　04-7134-3801
正絹でくみひも

3 月 27 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 2 階和室  
参加費 300 円（ゲスト 500 円）

担当：児玉　04-7134-3801
★春休み企画★

大人も子どもも！スクラップブッキング

3 月 28 日（木）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２階カフェスペース

託児あり　参加費500円（ 子ども250円）

材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801

ブロック総代会

４月 18 日（木）・19 日（金）
＊詳しくは、ブロック機関紙をご覧ください。

（14）コルザ 2019 年 3 月号 No.404

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。参加費の表示のないものは、無料です。

ちばこどもおうえんだん会員募集！

（NPO) ち ば こ ど も お う え ん だ ん は、

千葉市の里親制度推進事業業務委託団体と

して選定され、里親制度の普及啓発活動

を行っています。生活クラブ虹の街はこ

の活動に賛同。子どもたちの未来につい

て一緒に考え、地域の皆さんとの緩やか

なネットワークづくりにご支援ください。

年会費：個人　3,000 円 /1 口
　　　　　団体　10,000 円 /1 口
特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん
 tel & fax：043-205-4046
 e-mail：chiba.kodomo_ohendan@  
                fuga.ocn.ne.jp

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

生活クラブのインターネット注文「e くらぶ」
をご存知ですか？
e くらぶは毎日を忙しく過ごすあなたにぴった
り！カタログをひろげて注文書に記入する手間
なく、画面からカンタンに注文できます。
 e くらぶならではの便利な機能があるほか、お
トクな情報も手に入ります。登録がお済みでな
い方はさっそく登録を。
2/12 以前に登録された方も、
お手数ですが再登録をお願い
します。

2/12 リニューアル！
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コルザ 2019 年３月号 No.404（15）

申込書・申請書コルザ３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。　　　　　　　

コルザ／組織部　鈴木　

クラちゃんラブちゃん＆申込書

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

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

　　　　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）

　＊ 2018 年３月号～ 2019 年 2 月号　のコルザのバックナンバーを差し上げます。

　　なくなりしだい締め切りとします。複数号可。　　　　　　　　　　　　　　　　□　　　　月号希望

コルザアンケート
　コルザ作成の参考に
　させていただきます。

コルザ　　月号を読んで

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

②その理由など

③その他　ご意見・ご希望など　　　　　　　　　　　　　　　　

クラちゃん・ラブちゃん

おしえて！ラブちゃん

4 月号から隔月で

みなさんにお会いします！

よろしくね！

クラちゃんラブちゃん

よろしく

おねがいしまーす！

生活クラブのいろいろ
消費材のいろいろを
やさしく・わかりやすく！

生活クラブのいろいろ
消費材のいろいろ
疑問・質問・思うこと
聞いて・考えて・納得！

キャラクターも

リニューアル

『コルザ』が 4月号からリニューアル！
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柏熊 宏武（ひろむ）くん 2018.01

本田 ゆきひさ くん 2018.03

松永 パウロ 実（みのる）くん 2018.06

長谷川　莞（かん）くん 2018.08

川本 知菜美（ちなみ）ちゃん 2018.08

小島 彩葉（いろは）ちゃん 2018.10

菅原　透（とおる）くん 2018.11

田中 陽乃（はるの）ちゃん 2018.11

柏原　愛（あい）ちゃん 2018.11

和田 絃生（いとな）ちゃん 2019.01

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

2018年度のプレゼントは、
固型せっけん1個（120ｇ）・台所用液体せっ
けん「おれんじ」（250ml）と絵本。プレゼ
ントに同封のせっけんアンケートに答えた方
には、こどもハミガキ（40ｇ）もプレゼント。

問い合わせは、センター・デポー・配達時など、
お気軽に声をかけてください。

こんにちは！赤ちゃん♪

せっけんプレゼント

お誕生 おめでとう！

ブロック企画

エネルギーカフェ

3 月 13 日（水）10：00 ～ 13：00
中央公民館（船橋市）
託児あり　参加費 300 円
担当：早川　047-379-1540
大津ヶ丘コミュニティカフェ

3 月 13 日（水）10：30 ～ 12：00
デポーおおたかの森 地域交流スペースこだち

託児あり（先着 4 人）
担当：児玉　04-7134-3801
きばる甘夏でジャム作り

3 月 13 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘地域交流スペース陽だまり

参加費 500 円
担当：児玉　04-7134-3801
包丁といでランチ

3 月 13 日（水）10：00 ～ 13：30
デポー松葉町 ２階組合員室
参加費（試食材料費）　　当日参加 OK！

担当：児玉　04-7134-3801
おいしいパン作り

3 月 16 日（土）10：00 ～ 13：00
デポーおおたかの森 地域交流スペースこだち

参加費 1,500 円
担当：児玉　04-7134-3801
Let's 美ママ♪筋トレ＆ランチ

3 月 18 日（月）10：00 ～ 13：00
センター柏　託児あり　

参加費 200 円・講師代 300 円
担当：児玉　04-7134-3801
消費材を使って家族を健康にしましょう

3 月 19 日（火）14：00 ～ 16：00
デポー松葉町 ２階組合員室
調理参加 400 円（ゲスト 550 円）

担当：児玉　04-7134-3801
憲法カフェ『檻のなかのライオン』で

学ぶ「日本国憲法」

3 月 19 日（火）10：10 ～ 12：00
デポー真砂　地域交流スペース渚

託児あり　定員 15 人　
担当：清松　043-278-7629
オレンジカフェ風の村

3 月 22 日（金）13：30 ～ 15：00
生活クラブ風の村 流山サポートハウス 
地域交流スペースから風

ふ る

流
参加費 100 円
担当：児玉　04-7134-3801
正絹でくみひも

3 月 27 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 2 階和室  
参加費 300 円（ゲスト 500 円）

担当：児玉　04-7134-3801
★春休み企画★

大人も子どもも！スクラップブッキング

3 月 28 日（木）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２階カフェスペース

託児あり　参加費500円（ 子ども250円）

材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801

ブロック総代会

４月 18 日（木）・19 日（金）
＊詳しくは、ブロック機関紙をご覧ください。

（14）コルザ 2019 年 3 月号 No.404

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。参加費の表示のないものは、無料です。

ちばこどもおうえんだん会員募集！

（NPO) ち ば こ ど も お う え ん だ ん は、

千葉市の里親制度推進事業業務委託団体と

して選定され、里親制度の普及啓発活動

を行っています。生活クラブ虹の街はこ

の活動に賛同。子どもたちの未来につい

て一緒に考え、地域の皆さんとの緩やか

なネットワークづくりにご支援ください。

年会費：個人　3,000 円 /1 口
　　　　　団体　10,000 円 /1 口
特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん
 tel & fax：043-205-4046
 e-mail：chiba.kodomo_ohendan@  
                fuga.ocn.ne.jp

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

生活クラブのインターネット注文「e くらぶ」
をご存知ですか？
e くらぶは毎日を忙しく過ごすあなたにぴった
り！カタログをひろげて注文書に記入する手間
なく、画面からカンタンに注文できます。
 e くらぶならではの便利な機能があるほか、お
トクな情報も手に入ります。登録がお済みでな
い方はさっそく登録を。
2/12 以前に登録された方も、
お手数ですが再登録をお願い
します。

2/12 リニューアル！
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コルザ 2019 年３月号 No.404（15）

申込書・申請書コルザ３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。　　　　　　　

コルザ／組織部　鈴木　

クラちゃんラブちゃん＆申込書

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

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

　　　　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）

　＊ 2018 年３月号～ 2019 年 2 月号　のコルザのバックナンバーを差し上げます。

　　なくなりしだい締め切りとします。複数号可。　　　　　　　　　　　　　　　　□　　　　月号希望

コルザアンケート
　コルザ作成の参考に
　させていただきます。

コルザ　　月号を読んで

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

②その理由など

③その他　ご意見・ご希望など　　　　　　　　　　　　　　　　

クラちゃん・ラブちゃん

おしえて！ラブちゃん

4 月号から隔月で

みなさんにお会いします！

よろしくね！

クラちゃんラブちゃん

よろしく

おねがいしまーす！

生活クラブのいろいろ
消費材のいろいろを
やさしく・わかりやすく！

生活クラブのいろいろ
消費材のいろいろ
疑問・質問・思うこと
聞いて・考えて・納得！

キャラクターも

リニューアル

『コルザ』が 4月号からリニューアル！
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柏熊 宏武（ひろむ）くん 2018.01

本田 ゆきひさ くん 2018.03

松永 パウロ 実（みのる）くん 2018.06

長谷川　莞（かん）くん 2018.08

川本 知菜美（ちなみ）ちゃん 2018.08

小島 彩葉（いろは）ちゃん 2018.10

菅原　透（とおる）くん 2018.11

田中 陽乃（はるの）ちゃん 2018.11

柏原　愛（あい）ちゃん 2018.11

和田 絃生（いとな）ちゃん 2019.01

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

2018年度のプレゼントは、
固型せっけん1個（120ｇ）・台所用液体せっ
けん「おれんじ」（250ml）と絵本。プレゼ
ントに同封のせっけんアンケートに答えた方
には、こどもハミガキ（40ｇ）もプレゼント。

問い合わせは、センター・デポー・配達時など、
お気軽に声をかけてください。

こんにちは！赤ちゃん♪

せっけんプレゼント

お誕生 おめでとう！

ブロック企画

エネルギーカフェ

3 月 13 日（水）10：00 ～ 13：00
中央公民館（船橋市）
託児あり　参加費 300 円
担当：早川　047-379-1540
大津ヶ丘コミュニティカフェ

3 月 13 日（水）10：30 ～ 12：00
デポーおおたかの森 地域交流スペースこだち

託児あり（先着 4 人）
担当：児玉　04-7134-3801
きばる甘夏でジャム作り

3 月 13 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘地域交流スペース陽だまり

参加費 500 円
担当：児玉　04-7134-3801
包丁といでランチ

3 月 13 日（水）10：00 ～ 13：30
デポー松葉町 ２階組合員室
参加費（試食材料費）　　当日参加 OK！

担当：児玉　04-7134-3801
おいしいパン作り

3 月 16 日（土）10：00 ～ 13：00
デポーおおたかの森 地域交流スペースこだち

参加費 1,500 円
担当：児玉　04-7134-3801
Let's 美ママ♪筋トレ＆ランチ

3 月 18 日（月）10：00 ～ 13：00
センター柏　託児あり　

参加費 200 円・講師代 300 円
担当：児玉　04-7134-3801
消費材を使って家族を健康にしましょう

3 月 19 日（火）14：00 ～ 16：00
デポー松葉町 ２階組合員室
調理参加 400 円（ゲスト 550 円）

担当：児玉　04-7134-3801
憲法カフェ『檻のなかのライオン』で

学ぶ「日本国憲法」

3 月 19 日（火）10：10 ～ 12：00
デポー真砂　地域交流スペース渚

託児あり　定員 15 人　
担当：清松　043-278-7629
オレンジカフェ風の村

3 月 22 日（金）13：30 ～ 15：00
生活クラブ風の村 流山サポートハウス 
地域交流スペースから風

ふ る

流
参加費 100 円
担当：児玉　04-7134-3801
正絹でくみひも

3 月 27 日（水）10：00 ～ 12：00
デポー大津ヶ丘 2 階和室  
参加費 300 円（ゲスト 500 円）

担当：児玉　04-7134-3801
★春休み企画★

大人も子どもも！スクラップブッキング

3 月 28 日（木）10：00 ～ 13：00
デポー松葉町２階カフェスペース

託児あり　参加費500円（ 子ども250円）

材料費 500 円（追加可能）

担当：児玉　04-7134-3801

ブロック総代会

４月 18 日（木）・19 日（金）
＊詳しくは、ブロック機関紙をご覧ください。

（14）コルザ 2019 年 3 月号 No.404

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。参加費の表示のないものは、無料です。

ちばこどもおうえんだん会員募集！

（NPO) ち ば こ ど も お う え ん だ ん は、

千葉市の里親制度推進事業業務委託団体と

して選定され、里親制度の普及啓発活動

を行っています。生活クラブ虹の街はこ

の活動に賛同。子どもたちの未来につい

て一緒に考え、地域の皆さんとの緩やか

なネットワークづくりにご支援ください。

年会費：個人　3,000 円 /1 口
　　　　　団体　10,000 円 /1 口
特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん
 tel & fax：043-205-4046
 e-mail：chiba.kodomo_ohendan@  
                fuga.ocn.ne.jp

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

生活クラブのインターネット注文「e くらぶ」
をご存知ですか？
e くらぶは毎日を忙しく過ごすあなたにぴった
り！カタログをひろげて注文書に記入する手間
なく、画面からカンタンに注文できます。
 e くらぶならではの便利な機能があるほか、お
トクな情報も手に入ります。登録がお済みでな
い方はさっそく登録を。
2/12 以前に登録された方も、
お手数ですが再登録をお願い
します。

2/12 リニューアル！
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コルザ 2019 年３月号 No.404（15）

申込書・申請書コルザ３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。　　　　　　　

コルザ／組織部　鈴木　

クラちゃんラブちゃん＆申込書

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

組合員氏名 組合員番号 申込
締切

　　　　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）

　＊ 2018 年３月号～ 2019 年 2 月号　のコルザのバックナンバーを差し上げます。

　　なくなりしだい締め切りとします。複数号可。　　　　　　　　　　　　　　　　□　　　　月号希望

コルザアンケート
　コルザ作成の参考に
　させていただきます。

コルザ　　月号を読んで

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

②その理由など

③その他　ご意見・ご希望など　　　　　　　　　　　　　　　　

クラちゃん・ラブちゃん

おしえて！ラブちゃん

4 月号から隔月で

みなさんにお会いします！

よろしくね！

クラちゃんラブちゃん

よろしく

おねがいしまーす！

生活クラブのいろいろ
消費材のいろいろを
やさしく・わかりやすく！

生活クラブのいろいろ
消費材のいろいろ
疑問・質問・思うこと
聞いて・考えて・納得！

キャラクターも

リニューアル

『コルザ』が 4月号からリニューアル！
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日 月 火 水 木 金 土
3/3 4 5　　 

　　　
6 7 8 9

10　

お休み

11 12 13 14 15 16

17　 18 19 20 21 22 23

24
　　　

25 26 27 28 29　 30

31

（16）コルザ 2019 年３月号 No.404

３月のデポー

＊ 2018 年 2 月 15 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

復興支援ウィーク（3/4 ～ 9）　高橋徳治商店・重茂漁協
東日本大震災から 7 年。東北の提携生産者「高橋徳治商店（練り物）」

「重茂漁協（わかめ）」とその消費材をご紹介します。

防災の日（3/8・9）2011.3.11 あの時を忘れない！　
いつもの消費材で “もしも” に備える「回転備蓄」をおすすめ。
高橋徳治商店のおとうふ揚げ・重茂漁協の肉厚わかめ 300g

イタリアンウィーク（3/11 ～ 17）ニューオークボ・ヴィボン
消費材で本格イタリアンを楽しみましょう！
ニューオークボのおすすめ生パスタ・バルサミコ各種

        ビジョンフード牛乳の日（3/15）３月のテーマは「牛乳」。
生活クラブの牛乳の特徴や、おすすめレシピなどをご紹介します。

春のイタリアンフェア (3/15・16)
卒業などのお祝いに、デポーのイタリアンでホームパーティを！

　生ハム・ベーコンスライス・イタリアンドレッシングなど
　各デポーおすすめのワイン 2 品目
生産者紹介：冷凍和菓子・干物ウィーク（3/18 ～24）

お彼岸用に冷凍和菓子はいかがですか。
人気の生産者「岩手阿部製粉」とその消費材をご紹介。

　あじの開き・干物の生産者「奥和」を紹介。あじの開き 3 枚など

春休みフェア（3/22・23）　　　　　　　　　Ｗポイントデー

　卒業・就職など春のお祝いはステーキで！　牛肉ステーキ用
　春休みのランチ素材とお菓子がお得。

蒸し焼きそば・カレールウ( 甘口・中辛 )・ミニリングドーナツ
      瀬戸内みかんゼリー・キャラメルポップコーンなど

お花見フェア（3/29・30）いよいよ春のお花見シーズン

お弁当の定番：鶏のから揚げ用に、鶏モモ肉
　柿の種ピーナッツ入りなどのおすすめお菓子

復興支援ウィーク（3/4 ～ 9）　高橋徳治商店・重茂漁協

防災の日（3/8・9）2011.3.11 あの時を忘れない！　

イタリアンウィーク（3/11 ～ 17）ニューオークボ・ヴィボン

せっけんの街の日

春のイタリアンフェア (3/15・16)

デポーで、つくった人に会ってみよう！

イタリアンウィーク（～ 17）

　　　　　　　　冷凍和菓子・干物ウィーク（～ 24）

　春のイタリアンフェア

ほうきね牛入荷

　春休みフェア

お花見フェア（3/29・30）いよいよ春のお花見シーズン

５％
off 

５％
off 

        ビジョンフード牛乳の日（3/15）３月のテーマは「牛乳」。

５％
off 

春休みフェア（3/22・23）　　　　　　　　　Ｗポイントデー

　　　                   　　　　　　　　復興支援ウィーク（～ 9)

→園生・大津ヶ丘は 3/5
＊ せ っ けん の 街 の
せっけんなど５％ off

防災の日

ビジョンフードの日

　　　　　　　 　お花見フェア

冷凍品お買い得
２パック
 以上で ５％

off 

　　　　　　　　　　　　

５％
off 

５％
off 

　　　　　　 　　　　　　 ５％
off 

日曜市
（3/24）

30

米育ち
黒豚の日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生まぐろ解体

　　　　　   3/15 松葉町・/16 新松戸・/23おおたかの森
　　　                        ＊水揚げがない場合は冷凍まぐろが入荷

　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

米育ち
 金華豚の日 金華豚の日

生産者紹介：冷凍和菓子・干物ウィーク（3/18 ～24）

５％
off 

　        生産者に会いにデポーへ GO!

人気消費材の生産者がやってくる！

ほうきね牛入荷

Ｗポイントデー

　4 月は 14 日（日）

デポーのお休みメールマガジン
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

真　砂

5/ 高千穂（発芽はとむぎ茶）、6/ オーエスケー（乾しし
いたけ）、9/ 美勢商事（餃子）、16/ 秋川牧園（丹精國鶏）、
18/ ヴィボン〈オリーブオイル）、20/ 岩手阿部製粉（冷
凍和菓子）、29/ 井筒屋（即席にゅうめん）

浦　安 8/ 秋川牧園（丹精國鶏）、20/ 全国農協食品（冷凍米飯）

みつわ台
4/ プレスオールターナティブ（ドライフルーツ）、
14/ 奥和（魚干物）、19/ 岩手阿部製粉（冷凍和菓子）、
25/ スリーエイト（はちみつ）

新松戸
6/ 奥和（魚干物）、8/ 青い海（素精糖・真塩）、
13/ 東京カリント（かりんとう）、16/ 栃木開拓牛（牛肉）、
23/ 日東珈琲（コーヒー）

大津ヶ丘
5/ 宮島しょうゆフレーバー（マカロニグラタン）、9/ヴィ
ボン（オリーブオイル）、19/ 奥和（魚干物）、28/ 東
京カリント（かりんとう）、30/AIC（野菜）

松葉町 22/ コーミ（トマトケチャップ）、
23/ さんぶ野菜ネットワーク（野菜）

木　刈 9/ ワーカーズ凡（ジャム）、
18/ 岩手阿部製粉（冷凍和菓子）

園　生 30/ 日東珈琲（コーヒー）

おおたかの森
12/ ヴィボン（オリーブオイル）、15/OSK（乾ししいたけ）、
19/ 二葉製菓（飴）、21/ 藤原食品（春雨）、
23/ 小野田製油（ごま油）、25/ 泰山食品（からし明太子）

Ｗポイントデー
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