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今月の消費材：回転備蓄

９月のデポー

７月理事会のようす

理事会だより（７月議事抜粋）

②

７月理事会は新型コロナウイルス感染防止対策のため、実出席と

に向けた 2020 年度のすすめ方、および 2020 年度助成事業の報

オンライン出席の併用で開催しました。

告について確認しました。

①

③

2020 年度の組合員対話の場「秋の集い」は、10 〜 11 月に

エッコロ福祉基金・エッコロ福祉助成 2021 年度事業の助成

新型コロナウイルス感染拡大の影響で事業の縮小に追い込ま

各ブロックで開催します。新型コロナウイルス感染対策のため、

れているワーカーズ・コレクティブや生活クラブ千葉グループの

オンラインも活用した企画も計画します。

団体に対して寄付や家賃の減免などの緊急支援を行います。

６月の組織報告

総供給高
総組合員数

852,473,195 円
43,648 人（班 4,631 人

個別 22,188 人

デポー 11,493 人

★本紙は、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。

経済共済 5,336 人）

活動ファイル

こ ど も

食 堂

2020 年度のこども食堂基金の寄付金の募集を３月に行
い、936 人 + デポー（カンパ箱）の組合員の皆さんから

団体名

ブロック

2020 年度

こども食堂基金報告

1,239,604 円が集まりました。下記 33 応募団体へ助成
することができました。ありがとうございました。

団体名：サンタみんなの食堂

助成金額

1

柏

光ヶ丘こども食堂そらの会

39,000

2

柏

かえる公園子ども食堂を考える会

39,000

3

柏

千葉県生涯大学校こども食堂

39,000

4

柏

おおたか初石子どもクラブ

39,000

5

柏 （企）ワーカーズ・コレクティブ

6

柏

特定非営利活動法人

7

柏

南流山子ども食堂の会

39,000

8

柏

Abiko Community Trunk

39,000

9

柏

生活クラブ風の村流山

39,000

10

柏

ＮＰＯ法人ワーカーズ・コレクティブういず

39,000

11

柏

キッチン菜の花

39,000

ほっとほーむ初石食堂

開催日：毎月第２土曜
（学習支援は第１・３土曜）
開催場所：
おもちゃ図書館カフェ サンタ
（京成電鉄 国府台駅すぐ）
参加費：こども無料、大人 300 円
団体紹介：
「 多くのボランティ
アが 関わることで、気づく目
が増え、みんなで見守ること
ができる」そんなこども食堂
をツールに、助けの必要な人
へ支援をつなぎ、
「誰もとりこ
ぼさない」地域づくりを実践
しています。https://toycafesanta.jimdofree.com
こども食堂再開
新型コロナの影響で、３月か
らこども食堂の開催は自粛し、
弁当の配布に切り替えていま
した。消毒や換気・出入り口
を２ヵ所設け、時間ごとの予
約制として６月に再開。年齢
の高いボランティアはリスク
があるため我慢してもらい、人
数を減らして運営中（７月取材

39,000

紙ふうせん

子育てネットワークゆっくっく

ダイニングカフェから風流

子ども食堂
まる

39,000

12

千葉 特定非営利活動法人

39,000

13

千葉 西小中台子ども食堂

39,000

14

千葉 稲毛こども食堂

39,000

15

千葉 こども食堂

16

千葉 安心システム推進協議会いなげ

39,000

17

千葉 地域活動「とどろキッチン」

39,000

18

千葉 おにぎれ

39,000

19

千葉 認定特定非営利法人ちば市民活動・市民事業サポートクラブ
（NPO クラブ）

39,000

20

佐倉 子ども食堂

39,000

21

佐倉 地域食堂

22

圓

といろ

39,000

まさご

芽ぶき

時）
。ボランティアの学生さんは、
「サンタのご飯は本当においしい、
そしてみんなが優しい。がっつ

39,000

り胃袋もつかまれ、

佐倉 安心システム推進会議やちまた

39,000

毎月来ています」。

23

佐倉 認定ＮＰＯ法人ほっとすぺーす・つき

39,000

24

佐倉 おひさま食堂

39,000

25

松戸 ししばの丘クレープハウス

39,000

26

松戸 松戸教育推進会議 みんなの食堂

30,000

27

松戸 明地区こあら食堂の会

39,000

28

市原 ピッピこども食堂

29

市原 特定非営利活動法人子ども家庭サポートセンターちば

39,000 ・地域の子どもたちが、大人と
共に、安心して過ごせる居場

30

市原 あすみこども食堂

39,000 ・子どもたちの笑顔が増えます

31

ベイ スマイル♡こども食堂浦安

35,000

32

ベイ サンタみんなの食堂

39,000

33

ベイ 子ども食堂・三本松

39,000 ・頑張れ こども食堂！ よろしくお願いします。

風楽ボランティアの会

あきらちく

合

計

39,000

詳しくはこちらから
ご覧ください。→

寄付の際に寄せられた組合員からのメッセージ（236 件）
・安全でおいしいご飯を子ども
たちに食べてもらえるとうれ
しいです。

所づくりが大切と思います。
ように。

メッセージは各こども食堂へ

・ボランティアの方々お世話になります。
・子どもの頃の「味の記憶」はとても大切だと思っています。

1,274,000 ・子どもたちへの応援ありがとうございます。
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︵１９８９年加入︶

れ は 何？﹂ と 子 ど も た ち

ターを縮小した︑ちらしの
コピー代に使いました︒

りに挑戦しました。
材料

小さな娘と何を使お
油揚げ、ミックスチーズ、スライスロー

うかと裁縫箱を覗き、
スハム・スライスベーコンなど、トマ

いつか使うだろうと仕
トケチャップ（お好みでマヨネーズ）

②取り出してトマトケチャップを塗り、 ミックスチーズ、１㎝幅に切っ

＊木製のベースキットに好きな素材を組み合わせて、自分だけ
の新種の昆虫がつくれる親子で参加可能なワークショップ。→

鳥山陽子

運営委員

が家のおもちゃの一員です。

持田和美 さん

公民館の利用者へ声かけを

がワクワクする季節のも

広報︵宣伝︶はどんな風に

ス！の企画で「創作昆

虫ムシボット＊」づく
油揚げの簡単ピザ

こども食堂基金の助成を受けたピッピこども食
堂︒地域の組合員のお仲間に呼びかけ︑始まりま
した︒コロナ禍でお休み中ですが︑早く再開し
たいと子どもたちへの思いを話してくれました︒

ほ ん だ

どんなメニューですか

ピッピこども食堂は︑千葉市緑区の誉田公民館で行われています︒
こども食堂を始めたきっか

昨年の緑区誉田町での台

の︑おいしいもの︒﹁この味︑ ことに使いましたか

したりしています︒

風被害のなか︑私たちには

食材・手作りランチョン

カレーとその他２品︒
﹁こ

何ができるのだろう︑地域
懐かしいなあ﹂と親たちが

マットの材料・子どものた

していますか

ムシボット
小さな宝物
千葉

けは何ですか

の子どもたちは生き生き生
子どもの頃を思い出す煮物

め の 食 器 の 購 入 費︒ ポ ス

開催していますが︵現在は休

各家庭へはちらしを手配

ボット。「ハートむしちゃん♥」と呼ばれて、すっかりわ

＊デポーの油揚げは共生食品
（株）
、
班・個配送の油揚げは丸和食品
（株）
のものを取り扱っています。

で世界に一つのムシさんが完成しました。他にも折り紙で

虫かごやご飯もできあがり、どんどんムシさんの世界が広

③チーズがとろけるまで焼いて完成！

貼り付けて。色鮮やか

たハムやベーコンをのせて焼く。
（マヨネーズを塗るのはこの時に）

こども食堂基金は︑どんな

活しているのだろうか︒食
や和え物などです︒

年間︑年

これまでの活動・事業

べることを通して︑子ども
たちとその親たちと交流を
持 ち︑ 手 を つ な ぎ た い︒ 地
誉田公民館で

１回８月に行う﹁誉田 戦争

域のなかに何か問題があれ
ば一緒に考えて次へ伝えて

と原爆展﹂に参加しています︒

た食材全てと言いたいです

好きな消費材は何ですか

いきたいという思いからで

８ 月生まれの息子を﹁戦争

が︑ 調 味 料 の 素 精 糖・ 丸 大

止中︶
︑大人と子どもで 人

く ら い︒ 運 営 ス タ ッ フ は 5

に声かけをして配布したり

り︑小学校の子どもルーム
10

わ が子３ 人を 育 てて く れ

す︒

に行かせない﹂という︑ほ

豆醤油・なたね油ですかね︒

34

んの少しの抵抗です︒

通常の利用人数は？
毎月第３金曜日 〜 時に
18

50

人︑調理ボランティアが 人
で提供しています︒
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15

油揚げの簡単ピザ♪
デポー松葉町で大人気
柏

ひと

ブロック活動ファイル

サステイナブルフェ

作り方

舞いこんであった布や

①油揚げをトースターのトレイまたは

ビーズ・毛糸がムシの

アルミホイルにのせて１〜２分焼く。

材料に。巻いて重ねて

ピザの具はアレンジして、好きな具材でつくってみてね♥

がります。

今はおもちゃも簡単に手に入り、自分でつくる機会も少

運営委員 吉田香保里

なくなりましたが、つくってみると愛着もひとしお。手づ

くりの楽しさや物を大切にする気持ちも養ってくれたムシ

drive food pantry
とうかつ草の根フードバンク
千葉県の東葛地域の６市のこども食堂が協力
し、
「とうかつ草の根フードバンク」（TKF）を
2019 年 11 月に設立。寄付された食品を流山
市の倉庫に保管し、こども食堂や家庭に必要な
分だけ配分します。
こども食堂が主体となって
地域でフードバンクを運営す
る試みは全国的にも珍しく、
「現場を持っている強みを生

特

柏市地域生活支援セン
ター あいネット（風の村）

とうかつ草の根
フードバンク

センター柏

たかの森
デポーお
葉町
デポー松
● ポー大津ヶ丘
デ
●●
ー木刈
松戸
デポー新
● デポ

センター松戸
●

センターベイ

ポー浦安

●デ

フードバンクふなばし

センター佐倉
センター千葉
ポー真砂

フードバンクちば

いちはら生活相談
サポートセンター

松戸市在住の事務局長の高橋亮さんは 2016
年に知人の居酒屋で、県内で３番目となる「こ

使っていた倉庫を提供、改修後、試行的に食品

いんば中核地域生活支援
センター すけっと（風の村）

● デ デポー園生
● ーみつわ台
● デポ

にこたえていきたい」と。

を続けています。代表の梅沢一雄さんが農家で

しごと・くらし事業部（風の村）

センター市原

かし、必要とする家庭の要求

がねはらこども食堂」を開き、食事や学習支援

集

各センターから
最寄りのフードバンク・団体へ

＊デポーへの食品は、
当面はフードバンク
ちばへ寄贈します。

これまでは、フードバンクちばへ一括し各
支援先へ分配していましたが、2020 年度か

の受け入れと配布を始めました。

ら分散型で、より身近な支援をめざします。

「地域にフードバンクがあれば、それぞれの
こども食堂が、必要な食品を必要な分だけ持っ
ていけばよく、余分な送料がかからなくて済
む」。食べ物を必要としている生活困窮世帯と
こども食堂が直接つながっています。
問い合わせは高橋さん tel：090-2733-0555

フードバンクちば

虹の街のベイセンターで一時保管
こども食堂支援機構経由でのたくさんの食
品の寄付を預かり、その後千葉県フードバン
ク連絡協議会（仮）」に加盟する４フードバ
ンク（フードバンクちば・ふなばし・まつど、
TKF）で分配。ほとんどのこども食堂が休止
しているなか、コロナの影響でお困りの家庭
へこども食堂から配布されました。

2012 年 5 月より活動を開始。児童や母子等
の福祉施設や公共または民間の相談支援機関等
と連携し、生活に困窮する世帯や個人に食品を
提供する活動を行っています。
失業者や就労困難者の活動の場として、仕事
おこしや居場所づくりにも取り組んでいます。
〒 260-0045 千葉市中央区弁 2-16-14 大野マンション101
tel：043-301-4025

Fax：043-301-4026

mail：fbchiba ＠ jigyoudan.com

課題は運営資金
フードバンクちばでは、地域の相談支援機関を通じて申請され
た方へ食料支援を行っています。
寄贈された食品は賞味期限や種類別に仕分け、支援先へは使用
可能なライフラインや家族構成等にも配慮しながら内容を選定し
て箱詰めし、宅配便で届けられています。この作業は地域のボラ
ンティアの皆さんが協力しています。
食品ロスや困窮者支援への関心が高まり、個人や企業からの食

Web：foodbank-chiba.com

品寄贈が増えている一方、フードバンクちばの活動費や支援先へ

口座番号：00150-2-652117

新型コロナの影響で生活困窮は一般化し、誰にでも起こりうる

寄付や協賛金は

郵便振替口座

口座名義：フードバンクちば

＊ゆうちょ銀行以外からの振込については HP 参照。

の送料など「お金」の不足が課題となっています。
ものになりつつあるといえます。フードバンクちばの活動が継続
し、必要な方へ食品が届けられるよう寄付・協賛金のご協力もい
ただけたら幸いです。

福祉委員会

e food pantry food bank food drive food pantry food bank food drive food pantry food bank food drive food p
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food bank food

food bank food
drive food bank food drive food bank food drive
フードバンクとフードドライブ

「フードバンク」とは、寄付された

前倒しで食品の回収を行いました。

フードバンクちばへ 105 万円
新型コロナウイルスの影響で失業・

（品質には問題がないのに廃棄されて

班・個配送での回収量は 1148.88

減収した人の支援に役立ててもらおう

しまう）食品を適所に無償で配布する

㎏、 で 465 人 か ら の 寄 付。 ９ カ 所

と、千葉県生活協同組合連合会として

団体のことで、
「フードドライブ」とは、 のデポーフロアでの回収は、39.2㎏。

６月 24 日、フードバンクちばに 105

家庭などで食べきれないで余っている

万円の賛同金（同連合会とコープみら

合計 1188.08㎏になりました。

食品（food）を持ち寄り、施設・フー

ご協力ありがとうございました。食

い、パルシステムちば、なのはな、こ

ドバンクなどに提供・寄付する活動

品は、各センターから最寄りのフード

くみん共済、生活クラブ千葉の５つの

（drive）のことです。虹の街は、組合

バンク・団体へ移動しました。これま

生協が拠出）を贈りました。

員を対象に、フードバンクちばと協力

では、フードバンクちばへ一括し各支

フードバンクちばは、生活困窮者へ

し、2016 年からフードドライブを始

援先へ分配していましたが、2020 年

の食糧支援を行っており、４月７日の

め、年２回実施しています。

度から分散型で、より身近で迅速な支

緊急事態宣言の発令後、減収で子ども

援をめざしています。次回は、21 年

の養育費の確保が難しくなった世帯が

７月のフードドライブ報告

2 月を予定しています。 増えていることから各団体に緊急支援
を呼びかけました。フードバンクちば

コロナ禍を受けて、例年より２カ月

は、５月には 200 世帯を支援。支援
先はさらに増える見込みです。（フード
バンクちば HP より）
トン

お米 25t を緊急支援

food pantry food pantry
food pantry food pantry food pantry
フードパントリー

生活に困窮する方々へ

食料の貯蔵庫を意味する「パントリ

生活ク

ー」。食料を無料で必要な方に配布す

ラブ連合

る活動を「フードパントリー」といい

会は、共

ます。

同購入を
ふ

通じて長

る

から風流こども食堂では

く提携関
係にある全農パールライス（株）等の

ダイニングカフェから風流は、2016

協賛を得て、山形県産米（はえぬき等）

年４月から流山市で最初にこども食堂

予定でしたが、早めに列ができ、密を

を開始しました。毎月第２木曜日の夕

避けるために 15 分前から配布を開始。 25t（5,000 袋 /5㎏）をコロナ禍で生

方、こども食堂を生活クラブ風の村流

用意した 100 袋（野菜数種・米・缶

山地域交流スペースで開催しています。 詰やレトルト食品など / １袋・写真下）

活に困窮する方々へお届けしました。
この取り組みは、生産者と直接つなが

新型コロナウイルス感染症の影響で

は 1 時間あまりで配布し終わりまし

り提携してきたネットワークと、地域

地域活動ができないなかでも、地域で

た。中高年・高齢者・大学生・子ども（兄

での福祉団体とのネットワークをつな

困っている人たちの情報は山のように

弟）のみなど、いつものこども食堂の

ぐことによって実現しました。対象は

聞こえてきました。スタッフのなかか

参加者とは違う方たちが来られ、コロ

生活クラブ単協の関連団体（福祉事業

ら、「何かできることはないか」とい

ナ禍の自粛

団体・こども食堂・ワーカーズコレク

う声があり、とうかつ草の根フードバ

で孤立しが

ティブ・フードバンク等）、社会的養

ンクの協力を得て、フードパントリー

ちな人と地

護の若者支援団体、被災地支援団体な

を行うことになりました。

域をつなぐ

ど。期間は 2020 年６〜７月（７回）。

重要な場と

虹の街では、全農パールライスで精

ちらし 700 枚を配布し、食材の調

達・仕分けなど準備は前日まで大忙し。 なりました。

米したお米→飯能 DC →６センター

５月 17 日、当日は 14 時から開始の

→ 44 団体へ 731 袋届けられました。

od drive food pantry food bank food drive food pantry food bank food drive food pantry food bank food drive

5
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千葉グループからのお知らせ

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。

←各団体
の HP へ

事業本部：佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル４階

生活クラブ風の村

tel：043-309-5811
fax：043-460-8844
https://kazenomura.jp/ e-mail：info@kazenomura.jp

ユニバーサル就労支援の取り組みについて
ユニバーサル就労について
ユニバーサル就労（以下ＵＷ）とは、障害者手帳の有無

ップがなかなかすすまないという課題も生まれてきていま
す。この課題解決のため、2020 年 6 月より新システムと
して、有償コミューターを３段階に細分化する運用を開始
しました。

にかかわらず、ひきこもり・障がいのある人・生活困窮者

今回の制度変更により、居場所や生きがい・短時間・週

等さまざまな理由で働きにくい状態にある人を職場に迎え

1 日から・もう少しステップアップして働きたいなど一人

入れ、共に働くことをめざす取り組みです。

ひとりの個性や事情に合わせた多様な働き方をより一層す
すめていきます。

しごと・くらし事業部

今後のユニバーサル就労について
風の村でＵＷを始めて 12 年
が経過しましたが、この間社会
状況もさまざまに変化しました。
千葉県の最低賃金は 2008 年は
723 円でしたが、2019 年には
923 円にアップしています。Ｕ
Ｗ有償コミューター（報酬 500
円 / 時）から最低賃金補償職員
にステップアップする際の上り
幅が広がったため、ステップア

コミュニティケア街ねっと 事業本部 : 千葉市稲毛区園生町 1107-7

NPO クラブ

tel：043-290-8015 fax：043-290-8016
https://www.ccmachinet.com/
e-mail: info@ccmachinet.jp

募集

福祉サービス第三者評価 調査員

コミュニティケア街ねっとは、千葉県の認証を得た評
価機関として、2006 年から第三者評価事業を行ってきま
した。第三者評価とは、実際に特別養護老人ホーム・グルー
プホーム・障がい者および障がい児施設・保育所など福
祉施設を訪問して、事業所のサービスの質の評価を行う
ものです。評価結果を公表することにより、利用者のサー
ビス選択の一助を担っています。
あなたも評価調査員になってみませんか？
調査 員の仕事内容
● 事前に資料を読み込み、評価項目に

沿って管理者職員などにヒアリングをする。

● 利用者と一緒に食事をするなどして、職員と利用者の関

わりを見る。
● 介護計画書、会議録などの資料を確認する。
● ヒアリング結果と資料をもとに報告書を作成する。

※評価調査員になるためには、千葉県が定める研 修を受ける必要
があり、受講にあたっては資格要件があります。コミュニティケア
街ねっと 評価調査担当 までお問い合わせください。

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-mai：npo-club@par.odn.ne.jp

「ちばプロボノチャレンジ 2020」ボランティア募集
社会人ボランティアがチームとなって、地域で活動する団体
の運営基盤を支援するプログラム。経験、知識を地域に役立
てたい人、異業界の人と連携したい人を募集します。

支援内容：オンライン環境整備、広報支援、資金調達など
支援期間：11 〜２月のうち約 3 ヵ月間の週 3 〜 4 時間程
下記いずれかにご参加ください（要事前申込み）。
対面説明会 ：９月 13 日（日）13：30 〜 15：30

千葉市生涯学習センター
オンライン説明会： Zoom 使用
10 月２日（金）19：00 〜 21:00

費

参加

無料

千葉県市民活動団体マネジメント Zoom 講座
「オンライン会議のファシリテーション講座」参加者募集
参加者が安心して、気持ちよく発言できる場にするには？

日時：9 月 18 日（金）14：00 〜 17：10
定員：25 人

費

参加

Zoom 使用

講師：青木将幸さん（会議ファシリテーター）

無料

●申し込みは、いずれも NPO クラブまで。
＊ Zoom 使用が初めての方はご相談ください。
コルザ 2020 年９月号

６

募集・拡大キャンペーン・赤ちゃん♪せっけんプレゼント

エッコロ福祉基金 2021 年度助成事業募集
生活クラブ虹の街には、組合員からの毎月100 円の掛金で運
営されているエッコロ制度があります。エッコロ福祉助成は、そ
のエッコロ事業のなかの「エッコロ福祉基金」の一部で、高齢者・
障がい者・生活困窮者・子どもたちが安心して地域で暮らしてい
くために必要な事業や活動への助成を目的に設置されています。
生活クラブ虹の街では、自らすすんでやってみようという気持ち
と、一人ひとりが考えること、多くの人が力を合わせて行動するこ
とを大事にしています。
皆さまからの応募は、持続可能な地域づくりの課題を、組合員
が学ぶ機会にもなります。この機会にエッコロ福祉助成を通じて、
福祉の自給圏づくりに参加いただければ幸いです。

助成総額

200 万円

受付期間

１団体あたり上限 30 万円

９月 28 日（月）〜 11 月 2 日（月）

助成対象 高齢者・障がい者・生活困窮者・子ども・子どもの

受付窓口・問合せ

親（保護者）・若者が暮らしやすい社会になるための

生活クラブ虹の街 福祉 ･ たすけあい事業部
tel：043-278-7768

事業またはその事業に必要な調査・研究

事業期間

fax：043-279-7490

2021 年４月１日〜 2022 年３月 31 日

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！

お友だちをご紹介ください！
お友だちが加入すると、組合員のあなたに

ラブちゃん

人気消費材から１点プレゼント！

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。

醤油 500ml/ タイヘイ（株）
、万能つゆ 500ml/ タイヘイ（株 ）
調理用合わせ酢 500ml/ 私市醸造（株）
、牡蠣味調味料 230g/ コーミ（株）
トマトケチャップ 370g/ コーミ（株）
、スパゲティ 1.6 ㎜ /（株）ニューオークボ
クラちゃん

紹介すると、もれなく全員に
↑ LINE から
簡単にお友だち
に紹介できます。

生活クラブオリジナル
手ぬぐいをプレゼント！

福田 航生（こうせい）ちゃん

2019.08

甲田 莉歩（りほ）ちゃん

2019.10

佐藤

2019.10

好（こう）ちゃん

渡邉 孝介（こうすけ）ちゃん

2020.02

山田 陽大（ひなた）ちゃん

2020.03

久古 健心（けんしん）ちゃん

2020.04

服部 倫己（ともき）ちゃん

2020.05

緒方

蒼（そう）ちゃん

2020.06

山本

初（うい）ちゃん

2020.06

飯島 環太（かんた）ちゃん

2020.06

真山 優生翔（ゆいと）ちゃん

2020.06

安藤

2020.06

洸（こう）ちゃん

配達時またはデポーフロアに提出してください。

組合員氏名

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
赤ちゃんの ふりがな
なまえ

申請書

（男・女）

（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
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月生まれ

生日の前

↑WEB からの
申請は
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

年

１歳の誕

＊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」 生活クラブ虹の街の機関紙です

今月の消費材
少し多めに備蓄しておくと安心です。

いざという日に備える！

ロールペーパーは約 1 カ月分を

ローリングストック

回 転備蓄 のすすめ
2020

９月号

災害時のトイレ対策に欠かせないロー

2011 年３月の東日本大震災・昨年

ルペーパー。お皿や鍋の油汚れを拭き

の風水害・コロナ禍で、私たちは日頃

取るなど、断水時の節水にも役立ちま

利用している飲料水や食料品・日用品

す。家族で使う１ヵ月分ぐらいを目安に。

編集：広報委員会
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

を常に家庭で備蓄しておくことの重要
性を学びました。日常的に使いながら
使った分だけ買い足して、いつでも起
こり得る、いざという日に備えましょう。
まずは、いのちを守る水を
飲料水は、調理の水なども含めると

チェックリスト

簡単 な管 理 表 をつくって
賞味期限を切らして ムダにしないように！

回転備蓄
のコツ

家庭ごとに使いやすくカスタマイズしてみてください。

１日 1 人当たり３ℓ、最低でも３日分
は必要と言われています。4 人家族な

置き場所

品目

備

戸棚（上）

食品

ノンカップ麺カレー

８

2021-2

食品

ノンカップ麺ラーメン

８

2021-1

食品

ノンカップ麺そば

８

2021-1

食品

発芽玄米ごはん

12

2021-4

食品

レーズン

1

2021-3

食品

さば味噌煮缶

2 2025-10

ら 36 ℓ。用途に合わ
せて２ℓと500 ㎖のボ
トルを組み合わせて用
意しておきましょう。
非常時にはいつもの消費材が安心

品

数

戸棚（下） 飲み物 森が育てた天然水 2 ℓ

電気・ガス・水道がすべて使えなく

飲み物 森が育てた天然水 500 ㎖

てもすぐに食べられるもの、また食べ

飲み物 飲むゼリーりんご

慣れている消費材のなかから、常温保

賞味期限

6

2022-1

12

2022-2

備考

6 2020-12

存できる賞味期限の長いものを中心に、

９月 13・27 日
10 月 11・25 日

日 月 火
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

水
2
9
16
23
30

木
3
10
17
24

金
4
11
18
25

土
5
12
19
↑デポー情報
26
詳しくは
こちらから

５％
oﬀ

せっけんの街の日 9/7 大津ヶ丘・園生は 9/8 せっけんの街の品目
せんべいウィーク 9/7 〜 12 小島米菓とその消費材をご紹介
イベント・入荷案内

https://chiba.seikatsuclub.coop/

fax：043-279-7490

千葉市美浜区真砂 5-21-12

tel：0 43 -278 -767 1

〒 261-0011

お休み

10：00 オープン！

秋の中華フェア 9/11・12 消費材で “おうち中華” 関連消費材 ５％
oﬀ
お菓子・和菓子ウィーク 9/14 〜 20 紅葉堂・こまつ製菓を
５％
oﬀ
缶飲料の特別箱値引。
その他お買い得品あり。
9/20 野菜果物がお得。

ご紹介。こまつ製菓のおすすめ品

日曜市

ハイム化粧品ウィーク 9/21 〜 26 おすすめ品 ５％
oﬀ

拡大の影響を受けた生産者を応援。週替りでお得な品目が登場します。10％
oﬀ

秋の味覚フェア 9/25・26 カレーシチュー用肉や炊込みご飯関連品 ５％
oﬀ
なたね・ごま油ウィーク 9/28 〜 10/4 米澤製油・小野田製油
をご紹介。にんじんドレッシングと玉ねぎドレッシング

生活クラブ千葉
生活クラブ千葉
インスタグラム
はじめました。

８

デポーの新型コロナウイルス対策について
デポーでは、引き続き新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、さまざまな対策を継続していきます。
＊対策は 7/24 現在のもの。状況により変更もあります。

◎ イベント・フェアの一部再開
日曜市・冷凍品５％ off の日・週末フェアなど
◎ ワーク参加システムは、予防策をとり再開
◎ デポーメルマガの定期配信中
● 交流会・試食・量り売り・まぐろ解体・デポーまつり・デポー
毎のバースデーフェアなどは引き続き当面中止します。
● デポーフロアでの対策
・定期的な消毒（自動ドア・買い物かごの持ち手・
サッカー台 など）と換気
・ワーカーズ
（検温、手洗い・消毒、マスク・手袋着用、レジガードの設置等）

生産者協力キャンペーン 9/21 〜 11/15 新型コロナウィルス感染

ウェルライフ 25 周年キャンペーン 9/24 〜 30 スーパー酵素など 3 品目

コルザ
バック№

９月のデポー

コルザ 2020 年９月号

５％
oﬀ

組合員の皆さまへ ご協力のお願い

・来所時のマスク着用と手指消毒をお願いします。
せきや発熱などのある場合は入店をご遠慮ください。
・混み合う時間帯を避けてください。
13：00 〜 15：00 が比較的空いています。
・お買い物はなるべくお一人でお願いします。
・買い物中やレジ待ちの際は他の方と距離をとって
ください。( レジ待ちの際は床のテープやステッカーを参照 )

スマホで簡単に注文
できます！ 注文用紙
提出翌日の AM11：30
まで注文ができます。

オンライン

GM 学習会（仮）

遺伝子組み換えについて学びます。

10 月 21 日（水）10：00 〜 12：00
詳しくは 9 月 7 日〜配布のちらしをご覧ください。

