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理事会だより（２月議事抜粋）

い、ブロックではエネルギーカフェを開催します。６～８月は連

①

合会全体のキャンペーン期間のため、８月末までに 80％の達成

７月のシャボン玉月間に向け、水環境の改善を求めると共に

首長メッセージや協賛を依頼する行政訪問を行います。５月に開

をめざします。

催のシャボン玉フォーラム in やまぐちに１人が参加します。

③

②

決定しました。第１次審査を通過した 11 団体に合計 1,984,647

2019 年度の電気の共同購入は 400 件を目標に活動します。

５・９月に講演会、２月に「生活クラブでんき」生産者視察を行

１月の組織報告

エッコロ福祉助成 2019 年度助成事業について、助成団体が

円が助成されます。

総供給高 584,207,970 円
総組合員数 43,154 人（班 4,936 人 個別 21,293 人

デポー 11,929 人

経済共済 4,996 人）

★本紙は、環境を考慮し 古紙再生紙・ベジタブルインキ・見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを使用しています。

活動ファイル
堀越さんは、成田空港建設と闘争の

GMOフリーゾーン全国交流集会in成田

歴史、自分たちの力で生きるために父

３月２日、成田市で第 14 回 GMO

の代で始めた微生物農法、有機農法で

フリーゾーン全国交流集会 in 成田「守

地域に根付いた農業の仕組みづくりに

ろう、子どもたちの未来を！～成田か

ついて報告。「地域密着型の農業をめ

ら発信 NON-GMO ～」が開催されま

ざし、学校給食の野菜や米の提供など

した。なのはな生活協同組合を中心

を積極的に行い将来的にはすべて有機

に、生産者・遺伝子組み換え食品いら

の食材にしたい」と意欲を語りました。

ない！キャンペーン（いらない CA）・

た光る猫など）に対し、ゲノム編集は

高柳さんは代々農家で「命の源は農

生活クラブ千葉などが実行委員会を編

特定の遺伝子を壊す技術（組み換えも

村にある。生存基盤である水や空気・

成。全国から 350 人が参加しました。

可能）で、ピンポイントで遺伝子を操

食べ物は農山村が健全であればこそ都

第 1 部は、いらない CA 代表でジャー

作する。成長ホルモンを壊したマイク

市が存在できる。自然の摂理に背いて

ナリストの天笠啓 祐さんが「ゲノム編

ロ豚・筋肉制御遺伝子を壊した筋肉量

生きてはいけない」と訴えました。

集食品、私たちはモルモット？」と題

の多い牛や魚など、人間の都合でさま

第２部は、各団体から GMO フリー

し講演。
「遺伝子組み換え（GM）作

ざまな生物の遺伝情報を壊します。壊

ゾーン運動の報告。国内での自生ナタ

物が 1996 年に開発されてから 20 年。 して良い遺伝子などない！食の安全を

ネ調査などさまざまな活動、韓国と台

現在流通している主な作物は大豆・ト

守り、生物多様性を守り、未来を守る

湾からも GMO 反対運動に関わる 10

ウモロコシ・ナタネ・綿と変わらない

ため次々に開発されるテクノロジーに

人が来日し、活動を報告しました。

ものの、新たな技術・ゲノム編集によ

監視と規制を！」と訴えました。

最後に、参加者全員で集会宣言をし、

る動植物の遺伝子操作が問題となって

次に、地域の報告を三里塚微生物農

子どもたちの未来を守るのは私たち大

いる。GM は生物に他の生物の遺伝子

法酵素の会副会長の堀越一仁さん、お

人の責任でもあり使命だという思いを

を入れる技術（クラゲの遺伝子を入れ

かげさま農場代表の高柳功さんから。

共にしました。

副理事長

並木道代

ブロック活動ファイル
柏

妄想カフェ de 地域作り

千葉

化石燃料ゼロランチに挑戦！

２月７日、デポー真砂・地域
交流スペース渚にて、電気もガ
スも使わないランチづくりに挑戦
しました。この企画は環境フォー
ラムの１年間の総まとめとして計
画しました。参加者は９人。
使った調理器具は、ロケット
ストーブ（写真右）
・エコ作・鍋ホッ
２月 20 日、センター柏にて、ワーカーズ・コレクティ

トちゃん・七輪。それぞれの長

ブについて理解を深めるために「妄想カフェ」を開催しま

所をいかして「イワシカレー・ご

した。組合員・運営委員・理事・ワーカーズなど 13 人が

はん・卵焼き・切干サラダ・春

参加しました。２グループに別れ「あったらいいな！」
「やっ

雨スープ・リンゴの甘 煮」をつ

てみたいな！」をふんだんに盛り込んだ事業をみんなで妄

くりました。初めての野外調理でスタッフは緊張しましたが、

想し合いました。両グループ共、妄想した事業は居場所作

どれも簡単においしく完成！化石燃料ゼロを達成することが

り。それぞれが感じている地域の課題やニーズを考え、何

できました。

が必要か、自分には何ができるのかを一人ではなくみんな

調理の合間には、電気の学習会

で集まって考えると、もしかして実現できちゃうかも !!

も行い、活発な意見交換ができま

なんて声もあがるほど妄想はとても膨らみました。

した。非常時にも消費材でおいし

加入２ヵ月から 30 年以上の組合員がお互いの経験や活
動の思いを伝える有意義な時間でした。

理事

東條絵美

い食事をしたいですね。
運営委員

岡崎今日子
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機関紙『コルザ』リニューアルに寄せて

たちの活動の歴史と重な

ンバーで取材も行います。

事会のもとに設置し、メ

2019 年 6 月 18 日（火）に開催する当組合の第 43 回通常総代会において、役員選挙を行います。

定款及び役員選挙規約に基づき、以下のとおりお知らせします。

記

選挙する役員の選挙区分、選挙区ごとの定数：

理事 26 名（全体区９名・柏ブロック３名・千葉ブロック３名・佐倉ブロック３名・

松戸ブロック３名・市原ブロック３名・ベイブロック２名）、監事３名です。

立候補受付期間：2019 年４月８日（月）～４月 12 日（金）

立候補受付方法：所定用紙に記入し理事会事務局へ提出してください

今回のリニューアルで
は多様な活動紹介はもち

組合員の皆さんお待た

ります。お料理会や趣味

組 合 員・ 職 員 か ら モ ニ

理事会

2019 年３月 25 日

ろ ん で す が、 組 合 員 に
とって日常の生活に欠か
せない消費材と生産者に
ついて毎号お伝えする計
画です。中面は特集ペー
ジとしてテーマを設定し、

せしました！いよいよ今

などの楽しい活動や生産

ターを募り、ご意見を委

上

以

社会問題の背景を提示、
それに対峙した生活クラ
ブの取り組みについて紹
介。皆さんの何かしらの
発見に役立てばと思いま
す。

月からフルカラーのコル

者交流会、多様な学習会、

員会にフィードバックさ

新たに広報委員会を理

ザをお手元にお届けいた

社会の問題に対しての反

せながら、より良いコル

木村庸子

します。記事を読むだけ

対行動、新規事業のお知

理事長

でなく視覚的にも活動が

これからも長くおおぜ

ザをめざしていく考えで
をリアルに報告し、紙面

いの組合員に愛されるよ

らせや生活クラブ千葉グ

１９８４年の第1号発

にはおおぜいの組合員が

う、生きた情報を発信し

伝わりやすくなったので

年間、リニュー

登場してきました。これ

ていけるように努めます

す。

アルを何度か行い今回が

からも活動を共にするお

ので、どうぞよろしくお

ループなど、時々の活動

第 ４ ０ ５ 号 に な り ま す。

おぜいの人々の登場を

願いします。

はと思います。

生協設立が１９７６年で

願っています。

行から

すから、コルザはほぼ私
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第 43 回通常総代会役員選挙について
お知らせ

ひと
35

「さんぶ野菜ネットワー
に「農事組合法人さんぶ野

になりました。２００５年

扱い をして いた だけ ること

山（山本）…春から夏にか

菜をつくってくれます。

ても 土が勝 手に おいし い野

土がつくられ、技術がなく

土づ くりに こだ わっ ている

ひ ん ぱ ん に 畑 を 見 回 っ て、

てとっても大変なんですよ。

富…「おいしい」と言われ
健康 な土を つく るため に農

普通は、生産効率を優先

こ わ い と 思 い、「 ち ょ っ と

らないと。知らないことは

とを、食べる側がもっと知

じ ん を 食 べ て、「 お い し

たお子さんが、嫌いなにん

山… やさい の学 校に 参加し

なと思います。

トワークでは、新規就農者

いるなか、さんぶ野菜ネッ

担い 手不足 が問 題に なって

ために、ちゃんとしたもの

富…農薬・化学肥料に頼ら

に、子どもたちに食べさせ

います。社会でいろいろ経

４

コルザ 2019 年４月号

コルザリニューアル初回号として、食の基本の一つである農について考えます。

千葉県のほぼ中央に位置する山武市を中心としたほ場で、化学合成農薬と化学肥料を使わず微生物や輪作による

土づくりをして野菜を育てる生産者のグループ「さんぶ野菜ネットワーク」を２月１日、広報プロジェクトメン

ク」のはじまりについて
菜ネ ットワ ーク 」を 立ち上

け て、 虫 が い っ ぱ い い る

食 と農

バーが訪ね、同代表理事の富谷亜喜博さんと同総務部の山本治代さんに話を聞きました。

教えてください。
げ、 農 協 か ら 自 立（ 独 立 ）

時 期 に、 無 農 薬 で 虫 食 い

輪作をすることで、健康な

富（ 富 谷 ） … さ ん ぶ 野 菜
しました。

の皆さんと知り合い、取り

ネ ッ ト ワ ー ク の 始 ま り は、

農協 の睦岡 支所 長の 下山久
そうですが、それはどうし

手で 虫を取 るこ ともあ りま

のな い野菜 を出 荷する のっ

信さんが、成田市三里塚で
てですか？

１９ ８８年 当時、山武郡市

行わ れてい た有 機農 業を紹

来て もらい 勉強 会を 始めま

る野 菜をつ くり たい からで

薬を 使いた くな いとい うこ

す。

した。身土不二・地産地消
す。

介してくれ、三里塚の人に

を深く学びました。興味を

し、種まきの時に、虫に食

虫食いがあってもいいん

いっ！」って。

大切！

さん ぶでも 同じ 農業 をやっ

べら れない よう に一 緒に殺

じゃない」なんて、おおら

人の農家が集まり、

機部会」を立ち上げました。 虫剤を撒いたり、連作障害

てみようということで「有

を防 ぐため に土 壌燻 蒸剤と

かな 気持ち で野 菜を食 べた

持っ た

当 時 は、 農 薬 や 化 学 肥 料

いう農薬を使用します。そ

いですね。

な土からは、おいしい野菜

験を してか らの 就農と いう

富… 新規就 農し た人が

る供 給先な どな いと言 われ

るもの。過去に戻れないで

人も多く、地元の生産者も

年。野菜の味が年々
30

良く なって るん じゃな いか

すからね。食べることって

ずに
質 １ ０ ０ ％ の 肥 料 を 与 え、

はできません。堆肥や有機
そんななか「生活クラブ」

ていました。

を選んでほしいですね。特

が育っているそうですね

を使 わずに 野菜 が育つ わけ

れらにより、不健康な土に

自分 の細胞 を元 気にす る

がないし、そのような栽培

なってしまいます。不健康

人

法に よる野 菜を 扱って くれ

富谷さんのハウスと小松菜。前列左から虹の街副理事長の福住洋美さん、富
谷さんの妻の和美さん、中列 富谷亜喜博さん、理事の松田加奈子さんと亘
麻美さん。後列 新規就農研修生の後藤春久さん（左）と森 亘さん。

30

28

集
特

さんぶ野菜ネットワークの野菜はアースメイド野菜（15 年秋から申し込みカタログに「あっぱれ」
「はればれ」
「た
ぐいまれ」育ち野菜マークがつき、組合員が農法の違いによって野菜を選べる）の「あっぱれ」に指定されている。

特

・加工用トマトの収穫

7/21（日）10：00 ～ 12：00

本当 に顔の 見え る関係 です

4/28（日）10：00 ～ 12：00

富…応援と言えば、生産者

①スケジュール（2 回連続参加企画）
・加工用トマトの定植

刺激を受けています。

ことができます。収穫したトマトは一部お持ち帰りできます。

ね。

農園利用者との交流を通して「ユニバーサル農業」についても知る

カードに返事をくれるの

加工用トマトの定植・収穫作業体験。場所は、佐倉の福祉農園。

家も 土地も 持た ないな かで

トマトの学校

はうれしいですね。土のつ

生産者カード

の出発は大変ですが、期待

④定員：30 人（大人・子ども合わせて）

山…お互いに、少しずつ重

小学生 1,000 円 ＊幼稚園以下無料

いたカードに文字が書か

③参加費：大人 2,000 円

（2 回分初回集金、持ち帰りさつまいも・調理材料費含む）

を込めて見守っています。

農事組合法人 さんぶ野菜ネットワーク事務所（山武市埴谷 1881-1）

なりあって、上をめざして

②集合（現地集合・現地解散）

れて返ってくる。新規の人

10/19（土）10：00 ～ 13：00

収穫したさつまいもを使った料理を食べて交流会をします。

いきたいですね。

・収穫・調理昼食交流会

たちもベテランもなく、同

5/25（土）10：00 ～ 12：00

10

年、自

①スケジュール（2 回連続参加企画）
・植え付け

山…受け入れから

感じてみてください！

様に返ってくるのが、すご

や生産者との交流を企画。減農薬栽培や有機栽培の現場を肌で

立し て生活 して いける よう

さんぶ

今年は、さつまいもの植え付けや収穫を通じ、親子で農業体験

く励みになりますね。

やさいの学校

になることが、大きな課題

したり、いろいろな体験のできる楽しく有意義な活動です。

です。あと、ひとり農業が

話しだけでなく、実際に野菜を植えたり、稲刈りなどの収穫を

多いので、婚活は大切です。

価値を再確認してみることを目的とした企画です。生産者のお

婚活も含めて、何かしら私

産地を訪れ生産者との交流を通して日本の農業・畑や田んぼの

たち が応援 して いけた らと

おもしろ野菜クラブ 今年もやります！

思います。

2019 年度

集

②集合（現地集合・現地解散）
生活クラブ風の村 とんぼ舎さくら（佐倉市生谷 1612-1）
＊畑までの往復は生活クラブ車両で移動します。
③参加費：無料
④定員：８家族 32 人程度（参加者多数の場合は抽選）

③

田んぼの学校
「ちばあさひ米」の産地で、生産者と交流し、田植えと稲刈りを
体験します。生活クラブのお米がどうやってつくられているか、
生産者の思いや「予約米」制度の意味が実感できる学校です。
①スケジュール（2 回連続参加企画 )
・田植え

5/4（土）10：00 ～ 13：00

・稲刈り

9/7（土）10：00 ～ 13：00

①
④

②集合（現地集合・現地解散）
JA ちばみどり溜下倉庫（旭市鎌数 83）
③参加費：無料 （昼食は各自持参）
④定員：100 人（大人・子ども合わせて）
参加申し込みは、別ちらしにて募集し、締め切っていますが、定員に満
たない場合は参加できますので、担当までお問い合わせください。
担当：事業部

5

コルザ 2019 年４月号

岡崎

043-278-7693

⑤

②

①さんぶ野菜ネットワーク代表理事の富谷亜喜博さん ②さんぶ野菜ネット
ワーク総務部の山本治代さん ③虹の街副理事長の福住洋美さん（左）、理
事の亘麻美さん ④ハウスのなかでは種まきから苗つくり ⑤今年のさんぶの
「やさいの学校」は、さつまいも。甘いさつま芋をひと足お先にいただきました

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。

千葉グループからのお知らせ
生活クラブ風の村

事業本部：佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル４階

←各団体
の HP へ

相 談 窓口

tel：043-309-5811 fax：043-460-8844
http://www.kazenomura.jp/
e-mai：linfo@kazenomura.jp

柏市地域生活支援センターあいネット
柏市柏下 65-1 柏市総合保健医療福祉施設
ウェルネス柏 3 階

tel：04-7165-8707

ひとりで悩まずご相談くだ さ い
風の村は地域のさまざまな機関

船橋市「保健と福祉の総合窓口」さーくる

と連 携し、
「くらし」や「しごと」

船橋市湊町 2-8-11 船橋市役所別館 1 階

tel：047-495-7111

に悩んでいる方を支援する窓口を
運営
（行政からの委託）しています。

いんば中核地域生活支援センターすけっと

生活困窮者自立支援事業が
2013 年 4 月より施行され、18 年

柏市地域生活支援センター

tel：043-308-6325

あいネット

10 月より同一部を改正する法律が

佐倉市王子台 1-14-12
スズノキビル１階

施行されました。各自治体に生活困窮

この間、さまざまな相談に応じまし

地域ではこども食堂や子どもの学習

者の相談窓口（自立支援事業）が設置

たが、いつも心配なのは子どもの存在

支援が少しずつ広がるなかで、地域資

され、家計管理や債務に課題のある

でした。児童虐待やＤＶ * による親の

源にすら繋がらない、孤立している人

方に対する支援（家計相談支援事業）、

離婚・多重債務・病気や障がいなど…

たち（母子・父子）がいます。そういっ

就労に向けた準備の必要な方に対する

そこで暮らしている子どもが結果的に、 た方たちをできるだけ早く相談窓口へ

支援（家計相談支援事業）等が整備さ

学校の転校や児童相談所の保護を受け

繋ぎ、地域の支え手に繋いでいけるか

れ、生活困窮者に対する支援は、以前

ざるを得ないケースが少なくありませ

が今後の課題だと感じています。

より充実してきたと感じます。

んでした。

あいネット

所長

白田東吾

ＤＶ：ドメステックバイオレンスの略。配偶者や恋人、親子など、親しい人から加えられる暴力。家庭内暴力。

ワーコレ千葉

事業本部 : 柏市十余二 380-97 センター柏内
tel & fax：04-7134-0072
http://wcochiba.org/
e-mail: wcochiba@s2.dion.ne.jp

「ワーコレの起業講座」開催のお知らせ
テーマ：

はぐくみの杜を支える会

住所：君津市糠田 64 番地

tel & fax：0439-32-2270
e-mail: hagukumi-sasaerukai @aroma.ocn.ne.jp
http://hagukuminomoriwosasaerukai.jimdo.com/

第 4 回通常総会のお知らせ

地域ではたらく、生きる、つながる

暖かい風に春の訪れを感じております。平素より当法人の

～夢を形にするはたらき方と街づくり～

運営に当たり、皆さまのご支援に深く感謝申し上げます。

内

容：ワーコレで起業をめざす方に向けての座学と

第 4 回通常総会のご案内です。どなたでも参加できます

日

時：3 回連続講座

参加の際はご連絡くださいますようお願いします。

ワークショップ

毎回 10：30 ～ 12：30

① 5 月 24 日（金） 「Ｗ．Co とは」

ので、ぜひおいでください。なお、資料作成の準備のため、
（メールでの連絡も可能です。）

②６月 7 日（金） 「仲間作り～設立総会まで」
③ 7 月 5 日（金） 「組織・会計・税と社会保険」
会

場 : 生活クラブ センター市原

市原市姉崎海岸 43

参加費：1,500 円（３回分資料・冊子代込み）
定

員：10 ～ 20 人

申し込み・問い合わせ：上記枠内へ
主催：特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ千葉県連合会
ワーカーズ・コレクティブは、
生活者の視点で地域の必要を拾い
「モノ
（機能）
」や
「サービス」
を事業化し、住みやすい暮らしやすい街づくりに繋げていく働く人の協同組合です。千葉
県連合会は、一人ひとりが大切にされる地域社会の実現のために県内 17 団体の事業の
展開を支援するだけでなく、設立起業相談やワーコレ法の法制化にも取り組んでいます。

日時：2019 年 6 月 1 日（土）10：30 ～ 12：30（受付 10:00 ～）
終了後は昼食交流会を 1 時間程度開催予定（会費 1,000 円）
場所：生活クラブ虹の街本部（千葉市美浜区真砂 5-21-12）
アクセス：JR 新検見川駅 または JR 検見川浜駅よりバス
内容：2018 年度事業報告・収支決算

2019 年度事業計画・予算
はぐくみの杜、赤ちゃんの家、
人力舎のようす（高橋施設長より）
詳細はホームページをご覧ください。→
コルザ 2019 年４月号

６

クララブちゃん・イベント情報・赤ちゃんせっけんプレゼント

＊

＊地域の消費材など一部表示
されないものもあります。

民紹介キャンペーン
ちば県
春の拡大キャンペーン実施中！
期間限定
4～6月

向こう３軒 紹介キャンペーン
両 隣り

生活クラブ を ご近所さん・ご家族・お友だち に 紹介！

国産にこだわった安全な食材を安定して購入できるのは、
生活クラブが生産者と
「共同購入」の約束をしているから。
確かな品質のものを適正価格で購入するには「いっしょに食べる仲間」をふやすことが大切です。

プレゼント！
加入されると

1,000 円

2019 お試しセット

サンプルセットをご用意しています。

B

セット

無洗米 450g(3 合）

クーポン券

どれか１つ ･･･＞
ご 家 族 に …… A・B・C
無料でプレゼント
ち
お友だ
＊デポー（店舗）希望の方はご利用になれません。

遊佐で生産者と生活
クラブが 共 同 開 発。
「ひとめぼれ」と「ど
まんなか」のブレンド。

1,000 円クーポン
（500 円 × ２枚）
。ご加入後、
班・個別配送で 2,000
円以上（税抜）ご注文の際に 1 ヵ月につき１枚ご使用いただけます。

おかずのもう１品や
お弁当に便利なセット

調味料まで生活クラブのもので安心
（冷凍）
平田牧場の豚肉を使った餃子（10 個）

あなたに

A

C

セット

忙しい毎日の夜ご飯に
大活躍セット

お子さまのお昼ご飯に
サッと出せるセット

飼料にまでこだわり、のびのび育った
（160g）
平田牧場の豚肉ローススライス

原材料に７大アレルゲン不使用。
国産野菜の甘み
こどもカレー（100g）

保存料・発色剤・酸化防止剤を不使用
平牧工房のポークウインナー（100g）

山形産のりんごをまるごと

テレビ
映！
放ました
され

申し込み
方法

マーマレード
にんにくしょうゆドレッシング
藪そば のなかから 1 点

2018 年 3 月、テレビ東京「カンブリア宮殿」で生活クラブが紹介されました！
番組内で紹介された、平牧工房のウインナーや秋川牧園の丹精國鶏など、上記の
プレゼントから１つ、無料でこだわりの味をお試しいただけます。

１

下記にあなた
の 情 報を記 入
してください。

２

紹 介 した い 方
の 情 報を記 入
してください。

３

記 入 後、 配 達
担 当 へ お 渡し
ください。

WEB からの
申し込みは
こちらから→

お好きな消費材 1 点プレゼント

りんごジュース缶（195g× ２本）

事務局から
お試し食材を
お届けします。

組合員
コード

赤ちゃんの
なまえ

所

ふりがな

電話番号

電話番号

（市外局番からお願いしま

あなたとの関係

（友人・知人など）

サンプルを届ける方法
（どちらかに ✓ を）

千葉県

□事務局が届ける
□あなたが届けてくださる

千葉県

□事務局が届ける
□あなたが届けてくださる
□事務局が届ける
□あなたが届けてくださる

（男・女）

千葉県

＊記入していただいた個人情報は生活クラブをおすすめする活動の目的以外には使用しません。 切り取って配達時に提出してください。

事務局欄 / コース

担当者

申 請書

（太枠の組合員氏名と番号を記入してください）

赤ちゃんの生年月

20

コルザ 2019 年４月号

2018.05
2018.05
2018.06
2018.09
2018.10
2018.10
2018.11
2018.12
2018.12
2019.01
2019.01

年

月生まれ

１歳の誕
生日の前

↑WEB からの
申し込みは
ください。 こちらから
日までに

申請して

『コルザ』に掲載してもよろしいですか。 （はい・いいえ）

７

2018.03

申込
締切

組合員番号

こんにちは！赤ちゃん♪せっけんプレゼント
住

2018.02

配達時またはデポーフロアに提出してください。

今回紹介していただいたお隣さん・お知り合いの方に上記のプレゼントをお届けします。県内にお住まいの方・初回・１世帯１回限りとさせていただきます。

ご家族・お友だちのお名前

末次 正宗（まさむね）くん
田中 晴翔（はると）くん
池内 さやか ちゃん
川久保 芽依（めい）ちゃん
大野 華（はな）ちゃん
石橋 由梨（ゆり）ちゃん
石橋 知紗（ちさ）ちゃん
桑澤 颯椛（そよか）ちゃん
大森 悠惺（ゆうせい）くん
峯城 実和（みわ）ちゃん
上野 大幹（だいき）くん
一木 美陽（みはる）ちゃん
吉岡 枝穂（しほ）ちゃん
佐藤 柚希（ゆずき）ちゃん

WEB からも申し込めます。
詳しくは、裏面へ！

生活クラブ の 消費材 を ご近所さん・ご家族・お友だち に プレゼント
組合員氏名
あなたの
お名前

お誕生おめでとう！

詳しくは、各センターへ
お問い合わせください。

お友だちが加入したら

セット

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。

ご近所さんの加入で、
配達の効率もアップ！

の消費材を
生産者
内の
県
組合員の

おうちでつくるようなシンプルな味わい
（冷凍）
国産 100％のチキンナゲット（200g）

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

国産にこだわった安全
な食材を安定して購入
できるのは、生活クラ
ブが生産者と「共同購
入」の約束をしている
から。 確 か な 品 質の
ものを 適 正価 格で 購
入するには「いっしょ
に食べる仲間」をふや
すことが大切です。

＊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。

コルザはフランス語で「菜の花」
コルザはフランス語で「菜の花」
コルザはフランス語で「菜の花」
生活クラブ虹の街の機関紙です
生活クラブ虹の街の機関紙です
生活クラブ虹の街の機関紙です

今月の消費材
今月の消費材
今月の消費材

国産十割こうじみそ・カップ
国産十割こうじみそ・カップ
国産十割こうじみそ・カップ

酵母や酵素が活きている生活クラブの「生みそ」
酵母や酵素が活きている生活クラブの「生みそ」
味噌は、酵母や酵素が
酵母や酵素が活きている生活クラブの「生みそ」

味噌は、酵母や酵素が
活味噌は、酵母や酵素が
きている発酵食品で
活きている発酵食品で
す。しかし市販品には、
活
きている発酵食品で
す。しかし市販品には、
発酵による膨張を避け
す。しかし市販品には、
発酵による膨張を避け
るため加熱殺菌し、味噌
発
酵による膨張を避け
るため加熱殺菌し、味噌
本来の酵母と酵素の働
るため加熱殺菌し、味噌
本来の酵母と酵素の働
き来
をの
な酵
く母
しと
て酵
し素
まの
う働
も
本
きをなくしてしまうも
のも多いのが現状です。
き
をなくしてしまうも
のも多いのが現状です。
生活クラブの味噌は
のも多いのが現状です。
生活クラブの味噌は
加生
熱活
殺ク
菌ラ
しブ
なの
い「
味生
噌味
は
加 熱 殺 菌 し な い「 生 味
噌」です。発酵の働きに
加 熱 殺 菌 し な い「 生 味
噌」です。発酵の働きに
よって、味噌の原料の大豆からはアミノ酸やビタミン類
噌」です。発酵の働きに
よって、味噌の原料の大豆からはアミノ酸やビタミン類
などの栄養成分が生まれ、栄養価も旨みもアップします。
よって、味噌の原料の大豆からはアミノ酸やビタミン類
などの栄養成分が生まれ、栄養価も旨みもアップします。
酵母や酵素が活きている生活クラブの生味噌のおいしさ
などの栄養成分が生まれ、栄養価も旨みもアップします。
酵母や酵素が活きている生活クラブの生味噌のおいしさ
を、さまざまな料理で楽しみたいですね。
酵母や酵素が活きている生活クラブの生味噌のおいしさ
を、さまざまな料理で楽しみたいですね。
を、さまざまな料理で楽しみたいですね。
マルモ味噌醤油醸造所：青木幸彦さん
マルモ味噌醤油醸造所：青木幸彦さん
国産 100％の「究極の味噌」も生活クラブの環境でなけれ
マルモ味噌醤油醸造所：青木幸彦さん

2019

2019
月号
４
2019
月号
４
４月号
編集：広報委員会
編集：広報委員会
編集：広報委員会
tel：0
tel：0
tel：0
4343
-278
43
-278
-278
-767
-767
-767
1 1fax：043-279-7490
1 fax：043-279-7490
fax：043-279-7490
261-0011
〒
261-0011
261-0011
千葉市美浜区真砂
千葉市美浜区真砂
千葉市美浜区真砂
5-21-12
5-21-12
5-21-12
https://chiba.seikatsuclub.coop/
https://chiba.seikatsuclub.coop/
https://chiba.seikatsuclub.coop/
発行：生活クラブ生活協同組合千葉（生活クラブ虹の街）理事会
発行：生活クラブ生活協同組合千葉（生活クラブ虹の街）理事会
発行：生活クラブ生活協同組合千葉（生活クラブ虹の街）理事会〒 〒

パック入りもあります
パック入りもあります

国産 100％の大豆・米を使用、十割麹で塩分は少し控え
パック入りもあります
国産 100％の大豆・米を使用、十割麹で塩分は少し控え
めの 11.5％で中甘口。アルコールは無添加です。醸造期
国産
100％の大豆・米を使用、十割麹で塩分は少し控え
めの 11.5％で中甘口。アルコールは無添加です。醸造期
間は３～４ヵ月程度。色は赤色と淡色の間の中間色。
めの 11.5％で中甘口。アルコールは無添加です。醸造期
間は３～４ヵ月程度。色は赤色と淡色の間の中間色。
間は３～４ヵ月程度。色は赤色と淡色の間の中間色。

国産を中心に信頼できる原材料を厳選しています
国産を中心に信頼できる原材料を厳選しています
味噌づくりはとてもシンプルで、原材料も米と大豆と
国産を中心に信頼できる原材料を厳選しています

味噌づくりはとてもシンプルで、原材料も米と大豆と
塩だけ。だからこそ、確かな原料を使うことが大切です。
味噌づくりはとてもシンプルで、原材料も米と大豆と
塩だけ。だからこそ、確かな原料を使うことが大切です。
材料に使う米は 99％国産のもので、加工用米を庄内・
塩だけ。だからこそ、確かな原料を使うことが大切です。
材料に使う米は 99％国産のもので、加工用米を庄内・
上伊那などから、有機
JAS 米を加美よつばなどから調達
材料に使う米は 99％国産のもので、加工用米を庄内・
上伊那などから、有機 JAS 米を加美よつばなどから調達
しています。大豆は、北海道産の大豆のほ
上伊那などから、有機
JAS 米を加美よつばなどから調達
しています。大豆は、北海道産の大豆のほ
か、中国の自前の農場で生産する有機大豆
しています。大豆は、北海道産の大豆のほ
か、中国の自前の農場で生産する有機大豆
を使っています。塩は主に、海水を原料と
か、中国の自前の農場で生産する有機大豆
を使っています。塩は主に、海水を原料と
した長崎の並塩を使用。原料のひとつひと
を使っています。塩は主に、海水を原料と
した長崎の並塩を使用。原料のひとつひと
つにこだわって選んでいます。
した長崎の並塩を使用。原料のひとつひと
つにこだわって選んでいます。
つにこだわって選んでいます。
日
日
日
７
７
14
７
21
5 月３日（金）・４日（土）・５日（日） 14
＊真砂・みつわ台は夏時間 4 ～ 9 月は 19：00 まで
14
21
28
（日曜は通年
18：00 まで）
＊真砂・みつわ台は夏時間 4 ～ 9 月は 19：00
まで
21
28
（日曜は通年
18：00 まで）
＊真砂・みつわ台は夏時間
まで
イベント案内 4 ～ 9 月は 19：00
28

お休み ４月 14 日（日）
お休み 5 月
４月
14 日
（日）
３日（金）
・
４日（土）・５日（日）
お休み 5 月
４月
14 日
（日）
３日（金）
・
４日（土）・５日（日）

（日曜は通年 18：00 まで）
イベント案内
イベント案内
ビジョンフード鶏卵の日 4/1・15

ビジョンフード鶏卵の日
4/1・15
今年度もビジョンフードの消費材を月替わりで取り上げ、
ビジョンフード鶏卵の日
4/1・15
今年度もビジョンフードの消費材を月替わりで取り上げ、
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