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組合員の皆さんに５月理事会の報告をします。
１．地域循環型の産地を訪問し、交流を深め、提携を強化するこ
とを目的とした庄内交流会は、７月 23日から開催され、６人が
参加します。
２．生活クラブ風車「夢風」建設５周年イベントが７月 29 ～
30 日秋田県にかほ市で開催され、11人が参加し、地域間連携の

取り組みやエネルギー政策について理解を深め、交流を行います。
３．原子力委員会が策定した「原子力利用に関する基本的考え方」
に対し、原子力発電反対、自然エネルギー推進の立場から意見提
出をします。
４．こども食堂基金助成団体の 2017 年度募集は、寄付の残金が
少なくなったため、終了します。

４月の組織報告   総供給高　625,043,663 円　　
　　　　　　　　  総組合員数　40,387 人（班 5,333 人   個別 19,899 人　デポー 10,593 人　経済共済 4,562 人）

発行 /生活クラブ虹の街　 発行責任者 /木村庸子　　編集 /組織部            
〒261-0011千葉市美浜区真砂5-21-12　  tel 043-278-7671    fax 043-279-7490 　http://chiba.seikatsuclub.coop/             
★本紙は古紙再生紙、ベジタブルインキを使用しています。

2017 シャボン玉ポスター
原画は、生活クラブ茨城の組合員  平辻喜子さんの作品

虹の街 Facebook はこちらから→
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せっけんってなあに？

7 月はシャボン玉月間。虹の街は、せっけん運動
ネットワークに加入しています。せっけんの利用を
すすめ環境問題を考えるきっかけにと、毎年 7月

をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマ
スクをつけて地域にアピールし、行政訪問を行い
自治体への理解と協賛を求める活動をしています。

一般に洗濯に使う洗剤を石けんといいますが、洗浄
剤にも大きく分けて２種類あります。

せっけんと合成洗剤の違い

　人間が合成した自然界にはない化合物が合成洗剤（合成

界面活性剤）で、石油を原料に化学工場でつくられていま

す。一方せっけんは、油脂とアルカリ（苛性ソーダ・苛性

カリ）を反応させてつくりますが、たき火で肉を焼いた時

など、肉の脂とたき火の灰からもできます。しかし両者の

界面活性剤は構造が異なります。排水後、魚や微生物の餌

になり、分解されるせっけんに対し、合成洗剤はとても安

定しているので、分解に時間がかかり、人の健康や生態系

に有害な恐れのある化学物質（PRTR制度＊1 の指定物質）

のほかにもたくさんの化学物質が入っています。

せっけんと合成洗剤の見分け方

①成分表示に、　せっけん/純せっけん/脂肪酸ナトリウム

　　　　　/脂肪酸カリウム…とあるもの以外は合成洗剤

生活クラブの液体せっけん
品名：台所用石けん
成分：純せっけん分（27％脂肪酸
カリウム）、グリセリン、クエン酸
ナトリウム、クエン酸

合成洗剤
品名：台所用合成洗剤
成分：界面活性剤＊（32％、アル
キルエーテル硫酸エステルナトリウ
ム、アルキルアミンオキシド、ポリ
オキシエチレンアルキルエーテル）、
エチルアルコール、塩化ナトリウム、
ポリプロピレングリコール、水酸化
ナトリウム、香料、防腐剤、着色剤
＊この3成分は共にＰＲＴＲ法の指定物質。

せっけんと合成洗剤の見分け方

＊１ PRTR 制度：特定化学物質の環境への
排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律（化管法）により制度化されている。
1999年７月環境庁と通産省の協議を経て公布。
有害性のある化学物質の環境への排出量を把握
することで、取扱い事業者の自主的な化学物質

の管理改善の促進と環境の保全上の支障が生ず
ることを未然に防止することを目的としてい
る。人の健康や生態系に有害な恐れのある化学
物質を対象に、環境中に広く存在すると認めら
れる物質を第1種・第 2種指定化学物質とし
ている。第1種には、ダイオキシンやカドミウ

ム、６価クロムなどがある。
＊２  環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）：
環境中に放出された合成化学物質が擬似ホルモ
ンとして生体内に入り込み主に女性ホルモンと
同じような働きをするもの、逆にホルモンの働
きをさまたげるような作用をするもの。

②天然・無添加・弱酸性・植物性とうたっていても、
　合成洗剤。

なぜ、せっけんは環境にやさしいの？

・排水後の分解がはやい

・水を浄化している微生物を攻撃しない

　自然界で水をきれいにしているのは微生

物です。自然に存在する天然界面活性剤だ

から、生態系のサイクルにのれるのです。

・分解途中で環境ホルモンを発生しない

　せっけんは環境ホルモン＊2 の基になる

フェノールを含まないので、分解途中で環

境ホルモンを発生しません。

私たちの身のまわりの化学物質

　PRTR法の指定物質のなかで、家庭から
排出される環境汚染物質の 64％以上が合成

洗剤に含まれる界面活性剤が占めています。

（右円グラフ参照）環境省は、化学物質によ

る環境リスクを減らすためにガイドブック

を出しています。

　家庭・学校・職場でどんな化学物質が使

われているか調べてみると、防虫剤・殺虫

剤・除草剤・合成洗剤・自動車の排気ガス

などたくさんの環境汚染物質が使われ、排

出されています。また、合成洗剤と防虫剤

などを使わないことで家庭からの排出量を

大幅に減らせることもわかりました。

　2008年、指定物質の見直しにより、新た

に 212 の化学物質が追加、85が除外され、

第１・2種指定化学物質は全部で562物質が

対象となり

ました。

　合成洗剤

の成分では

第１種に９

種類もの化

学物質が指

定されてい

ます。

やっぱり せっけんがいい！

　見直しのリストのなかにステアリン酸ナ

トリウムやオレイン酸ナトリウムという

せっけん成分も含まれていましたが、これ

らは共に環境中では不溶性であるカルシウ

ム塩（せっけんカス）となり、水に溶ける

最大濃度で毒性の発現がないと考えられ、

生態毒性は基準外と修正され、改めてせっ

けんの環境への優位性が確信できました。

① 35％：ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル
② 18％：ジクロロベンゼン
③ 17%：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩
④ 6.5%：ポリ（オキシエチレン）
　　　　＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
⑤ 4.5％：ドデシル硫酸ナトリウム
⑥ 4.3％：２－アミノエタノール
⑦ 14.7％：その他

①③～⑥が合成洗剤・②は防虫剤の成分
家庭からの排出量内訳

円グラフ：排出年度 2015 年度（2015.04 ～ 2016.03）
　　　　　　2017 年 3月 3日公表 /環境省　全物質合計排出量は 46,138 t/ 年
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⑤
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せっけん
の街との
連携

柏

我孫子市 ５ 訪 問 ○ ー ー ー ○
柏　市 3 訪 問 ー ー ー ○ ○
流山市 5 訪 問 ○ 5,000 ー ○ ○
野田市 6 訪 問 ー 5,000 ー ○ ○

松戸
鎌ヶ谷市 1 訪 問 ○ ー ー ○ ー
松戸市 1 訪 問 ○ ー ー ○ ー
白井市 1 訪 問 ○ ー ー ○ ー

ベイ
市川市 3 訪 問 ○ ー ー ○ ○
浦安市 ー メール ○ ー ー ○ ー
船橋市 4 訪 問 ○ ー ー ○ ○

千葉
千葉市 5 訪 問 ○ ー ー ○ ○
習志野市 3 訪 問 ○ ー ー ○ ○
八千代市 3 訪 問 ○ 5,000 ー ○ ○

佐倉

四街道市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
旭　市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー
印西市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
大網白里市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー
栄　町 1 郵 送 ○ ー ー ○ ○
佐倉市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
山武市 ー 郵 送 ー ー ー ー ー
酒々井町 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
東金市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー
富里市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
成田市 2 訪 問 ○ ー ー ー 〇
八街市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
匝瑳市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー

市原

市原市 3 訪 問 ○ 10,000 ー ー ー
大多喜町 ー 郵 送 ー ー ー ー ー
木更津市 ー 郵送 ○ ー ー ○ ー
袖ヶ浦市 6 訪 問 ○ ー ー ー ○
富津市 ー 郵 送 ー ー ー ー ー
鴨川市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
いすみ市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
一宮町 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
御宿町 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
勝浦市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー

本部 千葉県 3 訪 問 ○ ー ー ○ ○
37 67 27 25,000 0 25 19
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出展：PRTRデータを読み解くための市民ガイ
ドブック（平成 26年度集計結果から）
平成 28年 9月発行環境省
監修：環境委員会

せっけん運動　

　虹の街も加入している、せっけん運
動ネットワーク（旧協同組合石けん運
動連絡会）」は、「合成洗剤による河川・
湖沼の汚染を食い止めたい」と全国の
組合員が集い、1981 年に結成しまし
た。「被害者にも加害者にもならない、
環境に優しい暮らし方」を求めて、「毎
日の暮らしで使う洗浄剤には、環境を
汚染し人体にも危険性のある合成洗剤
の使用をやめて、せっけんを上手に使
おう」と水環境を保全する活動を続け、
現在、52 団体で組織する全国連絡会
です。

シャボン玉月間

　せっけん運動ネットワークは、せっ
けんのよさを地域に広めていきたいと、
毎年「せっけんを使おう！ 7月はシャ
ボン玉月間」の活動に取り組んでいま
す。
　消費者が自らの暮らしを見直し、美
しい自然を次世代へ引き継げるよう、
毎年、合言葉になるコピーやそれを盛
り込んだポスターを組合員から募集し、
作成したポスターや車両マスクを掲示
してアピールしています。

2016 年度の行政訪問

　さらに、自治体にも本活動への理解
を得るため、５～６月にかけて、首長
メッセージ寄稿や協賛、後援などをお
願いする訪問等を行っています。事前
に自治体の環境政策に関する質問事項
（ヒアリングシート）を送り、訪問時

に聞き取りをするなど、協力を得てい
ます（表参照）。居住する組合員が主
となり、せっけんの街＊と連携するだ
けでなく、場合によってはネットの市
議も一緒に訪問することで、より一層
の理解が深まります。
　たとえば、野田市では１つの幼稚園

で手洗いの洗剤に固形せっけんも導入
し、担任がアレルギーのある子に使用
をすすめるようになったり、小学校１
校でも一部にせっけんを設置するなど
の成果もあがっています。
　持続可能な未来のために、多くの願
いが継続的な活動に繫がっています。

＊せっけんの街：1980 年、汚染度日本一の手
賀沼流域の市町で「直接請求運動」が展開。「せっ
けん利用推薦会議」が設置された。このせっけ
ん運動が生活クラブの原点になっている。85
年手賀沼せっけん工場操業。

虹の街は、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、赤
ちゃん＊の誕生をお祝いして、おかあさ
んに生活クラブのせっけんを贈っていま
す。今年も絵本 『せっけん生活　はじめ
ませんか？』をプラス。

*生後１年以内。申請書は 15ページに。

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

↑県内市町村は54（37市16町1村）　　  ↑首長メッセージは、せっけん運動ネットワークのHP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　機関紙『せっけん運動』№183に掲載されています。
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せっけんってなあに？

7 月はシャボン玉月間。虹の街は、せっけん運動
ネットワークに加入しています。せっけんの利用を
すすめ環境問題を考えるきっかけにと、毎年 7月

をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマ
スクをつけて地域にアピールし、行政訪問を行い
自治体への理解と協賛を求める活動をしています。

一般に洗濯に使う洗剤を石けんといいますが、洗浄
剤にも大きく分けて２種類あります。

せっけんと合成洗剤の違い

　人間が合成した自然界にはない化合物が合成洗剤（合成

界面活性剤）で、石油を原料に化学工場でつくられていま

す。一方せっけんは、油脂とアルカリ（苛性ソーダ・苛性

カリ）を反応させてつくりますが、たき火で肉を焼いた時

など、肉の脂とたき火の灰からもできます。しかし両者の

界面活性剤は構造が異なります。排水後、魚や微生物の餌

になり、分解されるせっけんに対し、合成洗剤はとても安

定しているので、分解に時間がかかり、人の健康や生態系

に有害な恐れのある化学物質（PRTR制度＊1 の指定物質）

のほかにもたくさんの化学物質が入っています。

せっけんと合成洗剤の見分け方

①成分表示に、　せっけん/純せっけん/脂肪酸ナトリウム

　　　　　/脂肪酸カリウム…とあるもの以外は合成洗剤

生活クラブの液体せっけん
品名：台所用石けん
成分：純せっけん分（27％脂肪酸
カリウム）、グリセリン、クエン酸
ナトリウム、クエン酸

合成洗剤
品名：台所用合成洗剤
成分：界面活性剤＊（32％、アル
キルエーテル硫酸エステルナトリウ
ム、アルキルアミンオキシド、ポリ
オキシエチレンアルキルエーテル）、
エチルアルコール、塩化ナトリウム、
ポリプロピレングリコール、水酸化
ナトリウム、香料、防腐剤、着色剤
＊この3成分は共にＰＲＴＲ法の指定物質。

せっけんと合成洗剤の見分け方

＊１ PRTR 制度：特定化学物質の環境への
排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律（化管法）により制度化されている。
1999年７月環境庁と通産省の協議を経て公布。
有害性のある化学物質の環境への排出量を把握
することで、取扱い事業者の自主的な化学物質

の管理改善の促進と環境の保全上の支障が生ず
ることを未然に防止することを目的としてい
る。人の健康や生態系に有害な恐れのある化学
物質を対象に、環境中に広く存在すると認めら
れる物質を第1種・第 2種指定化学物質とし
ている。第1種には、ダイオキシンやカドミウ

ム、６価クロムなどがある。
＊２  環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）：
環境中に放出された合成化学物質が擬似ホルモ
ンとして生体内に入り込み主に女性ホルモンと
同じような働きをするもの、逆にホルモンの働
きをさまたげるような作用をするもの。

②天然・無添加・弱酸性・植物性とうたっていても、
　合成洗剤。

なぜ、せっけんは環境にやさしいの？

・排水後の分解がはやい

・水を浄化している微生物を攻撃しない

　自然界で水をきれいにしているのは微生

物です。自然に存在する天然界面活性剤だ

から、生態系のサイクルにのれるのです。

・分解途中で環境ホルモンを発生しない

　せっけんは環境ホルモン＊2 の基になる

フェノールを含まないので、分解途中で環

境ホルモンを発生しません。

私たちの身のまわりの化学物質

　PRTR法の指定物質のなかで、家庭から
排出される環境汚染物質の 64％以上が合成

洗剤に含まれる界面活性剤が占めています。

（右円グラフ参照）環境省は、化学物質によ

る環境リスクを減らすためにガイドブック

を出しています。

　家庭・学校・職場でどんな化学物質が使

われているか調べてみると、防虫剤・殺虫

剤・除草剤・合成洗剤・自動車の排気ガス

などたくさんの環境汚染物質が使われ、排

出されています。また、合成洗剤と防虫剤

などを使わないことで家庭からの排出量を

大幅に減らせることもわかりました。

　2008年、指定物質の見直しにより、新た

に 212 の化学物質が追加、85が除外され、

第１・2種指定化学物質は全部で562物質が

対象となり

ました。

　合成洗剤

の成分では

第１種に９

種類もの化

学物質が指

定されてい

ます。

やっぱり せっけんがいい！

　見直しのリストのなかにステアリン酸ナ

トリウムやオレイン酸ナトリウムという

せっけん成分も含まれていましたが、これ

らは共に環境中では不溶性であるカルシウ

ム塩（せっけんカス）となり、水に溶ける

最大濃度で毒性の発現がないと考えられ、

生態毒性は基準外と修正され、改めてせっ

けんの環境への優位性が確信できました。

① 35％：ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル
② 18％：ジクロロベンゼン
③ 17%：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩
④ 6.5%：ポリ（オキシエチレン）
　　　　＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
⑤ 4.5％：ドデシル硫酸ナトリウム
⑥ 4.3％：２－アミノエタノール
⑦ 14.7％：その他

①③～⑥が合成洗剤・②は防虫剤の成分
家庭からの排出量内訳

円グラフ：排出年度 2015 年度（2015.04 ～ 2016.03）
　　　　　　2017 年 3月 3日公表 /環境省　全物質合計排出量は 46,138 t/ 年

①

②③
④

⑦⑥
⑤

7月はシャボン玉月間。虹の街は、せっけん運動
ネットワークに加入しています。せっけんの利用を
7月はシャボン玉月間。虹の街は、せっけん運動
ネットワークに加入しています。せっけんの利用を スクをつけて地域にアピールし、行政訪問を行い

自治体への理解と協賛を求める活動をしています。
スクをつけて地域にアピールし、行政訪問を行い
自治体への理解と協賛を求める活動をしています。すすめ環境問題を考えるきっかけにと、毎年 7月すすめ環境問題を考えるきっかけにと、毎年 7月

をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマをシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマ

一般に洗濯に使う洗剤を石けんといいますが、洗浄一般に洗濯に使う洗剤を石けんといいますが、洗浄

1707②③　4.indd   2 2017/06/15   16:26:43

ブロック 行 政 訪問者
（人） 訪問 首長メッ

セージ
協賛金
（円）

後援
承認

ヒアリング
シート

せっけん
の街との
連携

柏

我孫子市 ５ 訪 問 ○ ー ー ー ○
柏　市 3 訪 問 ー ー ー ○ ○
流山市 5 訪 問 ○ 5,000 ー ○ ○
野田市 6 訪 問 ー 5,000 ー ○ ○

松戸
鎌ヶ谷市 1 訪 問 ○ ー ー ○ ー
松戸市 1 訪 問 ○ ー ー ○ ー
白井市 1 訪 問 ○ ー ー ○ ー

ベイ
市川市 3 訪 問 ○ ー ー ○ ○
浦安市 ー メール ○ ー ー ○ ー
船橋市 4 訪 問 ○ ー ー ○ ○

千葉
千葉市 5 訪 問 ○ ー ー ○ ○
習志野市 3 訪 問 ○ ー ー ○ ○
八千代市 3 訪 問 ○ 5,000 ー ○ ○

佐倉

四街道市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
旭　市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー
印西市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
大網白里市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー
栄　町 1 郵 送 ○ ー ー ○ ○
佐倉市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
山武市 ー 郵 送 ー ー ー ー ー
酒々井町 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
東金市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー
富里市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
成田市 2 訪 問 ○ ー ー ー 〇
八街市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
匝瑳市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー

市原

市原市 3 訪 問 ○ 10,000 ー ー ー
大多喜町 ー 郵 送 ー ー ー ー ー
木更津市 ー 郵送 ○ ー ー ○ ー
袖ヶ浦市 6 訪 問 ○ ー ー ー ○
富津市 ー 郵 送 ー ー ー ー ー
鴨川市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
いすみ市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
一宮町 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
御宿町 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
勝浦市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー

本部 千葉県 3 訪 問 ○ ー ー ○ ○
37 67 27 25,000 0 25 19
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特　集

出展：PRTRデータを読み解くための市民ガイ
ドブック（平成 26年度集計結果から）
平成 28年 9月発行環境省
監修：環境委員会

せっけん運動　

　虹の街も加入している、せっけん運
動ネットワーク（旧協同組合石けん運
動連絡会）」は、「合成洗剤による河川・
湖沼の汚染を食い止めたい」と全国の
組合員が集い、1981 年に結成しまし
た。「被害者にも加害者にもならない、
環境に優しい暮らし方」を求めて、「毎
日の暮らしで使う洗浄剤には、環境を
汚染し人体にも危険性のある合成洗剤
の使用をやめて、せっけんを上手に使
おう」と水環境を保全する活動を続け、
現在、52 団体で組織する全国連絡会
です。

シャボン玉月間

　せっけん運動ネットワークは、せっ
けんのよさを地域に広めていきたいと、
毎年「せっけんを使おう！ 7月はシャ
ボン玉月間」の活動に取り組んでいま
す。
　消費者が自らの暮らしを見直し、美
しい自然を次世代へ引き継げるよう、
毎年、合言葉になるコピーやそれを盛
り込んだポスターを組合員から募集し、
作成したポスターや車両マスクを掲示
してアピールしています。

2016 年度の行政訪問

　さらに、自治体にも本活動への理解
を得るため、５～６月にかけて、首長
メッセージ寄稿や協賛、後援などをお
願いする訪問等を行っています。事前
に自治体の環境政策に関する質問事項
（ヒアリングシート）を送り、訪問時

に聞き取りをするなど、協力を得てい
ます（表参照）。居住する組合員が主
となり、せっけんの街＊と連携するだ
けでなく、場合によってはネットの市
議も一緒に訪問することで、より一層
の理解が深まります。
　たとえば、野田市では１つの幼稚園

で手洗いの洗剤に固形せっけんも導入
し、担任がアレルギーのある子に使用
をすすめるようになったり、小学校１
校でも一部にせっけんを設置するなど
の成果もあがっています。
　持続可能な未来のために、多くの願
いが継続的な活動に繫がっています。

＊せっけんの街：1980 年、汚染度日本一の手
賀沼流域の市町で「直接請求運動」が展開。「せっ
けん利用推薦会議」が設置された。このせっけ
ん運動が生活クラブの原点になっている。85
年手賀沼せっけん工場操業。

虹の街は、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、赤
ちゃん＊の誕生をお祝いして、おかあさ
んに生活クラブのせっけんを贈っていま
す。今年も絵本 『せっけん生活　はじめ
ませんか？』をプラス。

*生後１年以内。申請書は 15ページに。

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

↑県内市町村は54（37市16町1村）　　  ↑首長メッセージは、せっけん運動ネットワークのHP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　機関紙『せっけん運動』№183に掲載されています。

　虹の街も加入している、せっけん運　虹の街も加入している、せっけん運

シャボン玉月間シャボン玉月間

2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問
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せっけんってなあに？

7 月はシャボン玉月間。虹の街は、せっけん運動
ネットワークに加入しています。せっけんの利用を
すすめ環境問題を考えるきっかけにと、毎年 7月

をシャボン玉月間として、ポスターや配送車にマ
スクをつけて地域にアピールし、行政訪問を行い
自治体への理解と協賛を求める活動をしています。

一般に洗濯に使う洗剤を石けんといいますが、洗浄
剤にも大きく分けて２種類あります。

せっけんと合成洗剤の違い

　人間が合成した自然界にはない化合物が合成洗剤（合成

界面活性剤）で、石油を原料に化学工場でつくられていま

す。一方せっけんは、油脂とアルカリ（苛性ソーダ・苛性

カリ）を反応させてつくりますが、たき火で肉を焼いた時

など、肉の脂とたき火の灰からもできます。しかし両者の

界面活性剤は構造が異なります。排水後、魚や微生物の餌

になり、分解されるせっけんに対し、合成洗剤はとても安

定しているので、分解に時間がかかり、人の健康や生態系

に有害な恐れのある化学物質（PRTR制度＊1 の指定物質）

のほかにもたくさんの化学物質が入っています。

せっけんと合成洗剤の見分け方

①成分表示に、　せっけん/純せっけん/脂肪酸ナトリウム

　　　　　/脂肪酸カリウム…とあるもの以外は合成洗剤

生活クラブの液体せっけん
品名：台所用石けん
成分：純せっけん分（27％脂肪酸
カリウム）、グリセリン、クエン酸
ナトリウム、クエン酸

合成洗剤
品名：台所用合成洗剤
成分：界面活性剤＊（32％、アル
キルエーテル硫酸エステルナトリウ
ム、アルキルアミンオキシド、ポリ
オキシエチレンアルキルエーテル）、
エチルアルコール、塩化ナトリウム、
ポリプロピレングリコール、水酸化
ナトリウム、香料、防腐剤、着色剤
＊この3成分は共にＰＲＴＲ法の指定物質。

せっけんと合成洗剤の見分け方

＊１ PRTR 制度：特定化学物質の環境への
排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す
る法律（化管法）により制度化されている。
1999年７月環境庁と通産省の協議を経て公布。
有害性のある化学物質の環境への排出量を把握
することで、取扱い事業者の自主的な化学物質

の管理改善の促進と環境の保全上の支障が生ず
ることを未然に防止することを目的としてい
る。人の健康や生態系に有害な恐れのある化学
物質を対象に、環境中に広く存在すると認めら
れる物質を第1種・第 2種指定化学物質とし
ている。第1種には、ダイオキシンやカドミウ

ム、６価クロムなどがある。
＊２  環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）：
環境中に放出された合成化学物質が擬似ホルモ
ンとして生体内に入り込み主に女性ホルモンと
同じような働きをするもの、逆にホルモンの働
きをさまたげるような作用をするもの。

②天然・無添加・弱酸性・植物性とうたっていても、
　合成洗剤。

なぜ、せっけんは環境にやさしいの？

・排水後の分解がはやい

・水を浄化している微生物を攻撃しない

　自然界で水をきれいにしているのは微生

物です。自然に存在する天然界面活性剤だ

から、生態系のサイクルにのれるのです。

・分解途中で環境ホルモンを発生しない

　せっけんは環境ホルモン＊2 の基になる

フェノールを含まないので、分解途中で環

境ホルモンを発生しません。

私たちの身のまわりの化学物質

　PRTR法の指定物質のなかで、家庭から
排出される環境汚染物質の 64％以上が合成

洗剤に含まれる界面活性剤が占めています。

（右円グラフ参照）環境省は、化学物質によ

る環境リスクを減らすためにガイドブック

を出しています。

　家庭・学校・職場でどんな化学物質が使

われているか調べてみると、防虫剤・殺虫

剤・除草剤・合成洗剤・自動車の排気ガス

などたくさんの環境汚染物質が使われ、排

出されています。また、合成洗剤と防虫剤

などを使わないことで家庭からの排出量を

大幅に減らせることもわかりました。

　2008年、指定物質の見直しにより、新た

に 212 の化学物質が追加、85が除外され、

第１・2種指定化学物質は全部で562物質が

対象となり

ました。

　合成洗剤

の成分では

第１種に９

種類もの化

学物質が指

定されてい

ます。

やっぱり せっけんがいい！

　見直しのリストのなかにステアリン酸ナ

トリウムやオレイン酸ナトリウムという

せっけん成分も含まれていましたが、これ

らは共に環境中では不溶性であるカルシウ

ム塩（せっけんカス）となり、水に溶ける

最大濃度で毒性の発現がないと考えられ、

生態毒性は基準外と修正され、改めてせっ

けんの環境への優位性が確信できました。

① 35％：ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル
② 18％：ジクロロベンゼン
③ 17%：直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩
④ 6.5%：ポリ（オキシエチレン）
　　　　＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム
⑤ 4.5％：ドデシル硫酸ナトリウム
⑥ 4.3％：２－アミノエタノール
⑦ 14.7％：その他

①③～⑥が合成洗剤・②は防虫剤の成分
家庭からの排出量内訳
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　　　　　　2017 年 3月 3日公表 /環境省　全物質合計排出量は 46,138 t/ 年
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東金市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー
富里市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
成田市 2 訪 問 ○ ー ー ー 〇
八街市 2 訪 問 ○ ー ー ○ 〇
匝瑳市 ー 郵 送 ○ ー ー ○ ー

市原

市原市 3 訪 問 ○ 10,000 ー ー ー
大多喜町 ー 郵 送 ー ー ー ー ー
木更津市 ー 郵送 ○ ー ー ○ ー
袖ヶ浦市 6 訪 問 ○ ー ー ー ○
富津市 ー 郵 送 ー ー ー ー ー
鴨川市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
いすみ市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
一宮町 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
御宿町 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー
勝浦市 ー 訪 問なし ー ー ー ー ー

本部 千葉県 3 訪 問 ○ ー ー ○ ○
37 67 27 25,000 0 25 19

コルザ 2017年７月号No.384（3）

特　集

出展：PRTRデータを読み解くための市民ガイ
ドブック（平成 26年度集計結果から）
平成 28年 9月発行環境省
監修：環境委員会

せっけん運動　

　虹の街も加入している、せっけん運
動ネットワーク（旧協同組合石けん運
動連絡会）」は、「合成洗剤による河川・
湖沼の汚染を食い止めたい」と全国の
組合員が集い、1981 年に結成しまし
た。「被害者にも加害者にもならない、
環境に優しい暮らし方」を求めて、「毎
日の暮らしで使う洗浄剤には、環境を
汚染し人体にも危険性のある合成洗剤
の使用をやめて、せっけんを上手に使
おう」と水環境を保全する活動を続け、
現在、52 団体で組織する全国連絡会
です。

シャボン玉月間

　せっけん運動ネットワークは、せっ
けんのよさを地域に広めていきたいと、
毎年「せっけんを使おう！ 7月はシャ
ボン玉月間」の活動に取り組んでいま
す。
　消費者が自らの暮らしを見直し、美
しい自然を次世代へ引き継げるよう、
毎年、合言葉になるコピーやそれを盛
り込んだポスターを組合員から募集し、
作成したポスターや車両マスクを掲示
してアピールしています。

2016 年度の行政訪問

　さらに、自治体にも本活動への理解
を得るため、５～６月にかけて、首長
メッセージ寄稿や協賛、後援などをお
願いする訪問等を行っています。事前
に自治体の環境政策に関する質問事項
（ヒアリングシート）を送り、訪問時

に聞き取りをするなど、協力を得てい
ます（表参照）。居住する組合員が主
となり、せっけんの街＊と連携するだ
けでなく、場合によってはネットの市
議も一緒に訪問することで、より一層
の理解が深まります。
　たとえば、野田市では１つの幼稚園

で手洗いの洗剤に固形せっけんも導入
し、担任がアレルギーのある子に使用
をすすめるようになったり、小学校１
校でも一部にせっけんを設置するなど
の成果もあがっています。
　持続可能な未来のために、多くの願
いが継続的な活動に繫がっています。

＊せっけんの街：1980 年、汚染度日本一の手
賀沼流域の市町で「直接請求運動」が展開。「せっ
けん利用推薦会議」が設置された。このせっけ
ん運動が生活クラブの原点になっている。85
年手賀沼せっけん工場操業。

虹の街は、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、赤
ちゃん＊の誕生をお祝いして、おかあさ
んに生活クラブのせっけんを贈っていま
す。今年も絵本 『せっけん生活　はじめ
ませんか？』をプラス。

*生後１年以内。申請書は 15ページに。

こんにちは！赤ちゃん♪
せっけんプレゼント

↑県内市町村は54（37市16町1村）　　  ↑首長メッセージは、せっけん運動ネットワークのHP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　機関紙『せっけん運動』№183に掲載されています。

　虹の街も加入している、せっけん運　虹の街も加入している、せっけん運

シャボン玉月間シャボン玉月間

2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問2016 年度の行政訪問
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視覚障がいのある方、また、高齢によ
り視覚に不自由を感じている方にも、
生活クラブを楽しんでもらいたい、『生
活と自治』の情報を全ての人に届けた
いという「思い」から生まれた「情報
のバリアフリー化」の活動です。

『生活と自治』リーディングサービス

　『生活と自治』は、生活クラブ連合
会が毎月発行する「生活者の新聞」で
す。内容は、消費材や生産者について
の情報や、全国各地での生活クラブの
取り組み、また各界の著名人へのイン
タビューの他、ゲストのエッセイから
学ぶ人生観、生活の知恵など「生活知
識」がいっぱい。多様な情報が氾濫す
る社会にあって、生活する側の自治と
自立に繫がる報道をしています。多く
の組合員に読んでもらいたいと、 音声
で読みあげたものを CD に録音してお
届けするシステムをつくりました。
　「 情 報 の バ リ ア フ リ ー」 と し て、
2010 年生活クラブ東京でスタートし、
2016 年度より全国の生活クラブで利
用できるようになりました。千葉でも
4 人の組合員が利用しています。今年
3 月には利用者とリーディングサービ
ス関係者の交流会が開催され、利用者
からは「生活と自治を読みたいという
思いが叶ってうれしい」、「肉声で聞く
のが楽しい」など、うれしい声も。

音訳ボランティアの活動

　音訳は、生活クラブ東京の組合員に
よるボランティアグループ Yomu2（よ
むよむ）が担当しています。作業は基
本的にメンバーが自宅などで行ってい
ます。月に 1 回は集まり、最新号の
音訳箇所を分担し、読み方やアクセン

トを確認します。文中の写真や画像の
説明、引用先、発行に関することなど、
隅から隅まで、読みあげられています。
現在は、東京以外の組合員もこのボラ
ンティアに参加しています。活動は主
にインターネットを使ったやりとりの
ため、遠距離からも参加できます。希
望者はご連絡ください。

リーディングサービスの利用方法

　ＣＤには、「プレクストーク＊仕様」
と「通常の音楽ＣＤ等を楽しむ機器で
再生できる」の２種類があります。一
度利用登録された方には、毎月 CD が
郵送されます。
　生活クラブ千葉では、リーデング
サービスの利用を、たすけあいの仕組
み「エッコロ制度」の日常生活保障の
１つとしています。CD 代や郵送費は
ここから保障として給付されるため、
負担する必要はありません。

　このサービスが必要とされている方
に伝わることを願っています。利用を
希望する方やリーディングサービスを
必要とする組合員をご存知でしたらご
連絡ください。　福祉委員長　山本百合
　　　
　問い合わせ・申し込み

　福祉・たすけあい事業部

tel：043-278-7768

情報のバリアフリー
『生活と自治』リーディングサービス　と　「ｅくらぶ」　音声読み上げ対応

　

　
　インターネット注文「e くらぶ」では、
消費材の注文の時、視力の弱い方や高齢
で「最近小さい文字が見えにくい」な
ど、カタログを読むことに苦労されてい
る方にも音声読み上げソフトで利用いた
だけるよう、Web アクセシビリティ（JIS 
X8341-3）に準拠しています。
＊動作検証は、日立製ソフト「ZoomSight｣

で行っていますが、すべての音声読み上げソ

フトで完全に動作することを保障するもので

はありません。

利用している組合員の感想

・今までカタログを読んでもらったり、

　配達の方にセンターに帰ってから、電

　話で聞き取ってもらったりしていたが、

　自分で好きな時にいつでもできるので

　とてもうれしい。 

・消費材の説明が入っているところもあ

　り役に立つ。 

・電話注文も始まり、もっと便利になる。

　音声読み上げソフトに関するご質問等
　は、ｅくらぶ事務局にご連絡ください。 

tel：0570 ｰ 666-153
（受付時間：月～金 10:00 ～ 18:00）

＊プレクストーク：DAISY データの再生や録音が
できる機器。キー操作で、早送りや巻き戻し、マー
キング個所に移動できる。
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　組合員対象の通常の生産者交流会と
は異なる、組合員外を対象にした「つ
くったひとに会ってみよう♪おいしい
発見 !! ワークショップ」。17 年度春
も各ブロックで実施しました。
　食べる仲間を増やすことを目的に、
体験・参加型の食イベントを行い、楽
しみながら消費材の良さを知ってもら
うことをコンセプトに、生産者のミサ
ワ食品・美勢商事・日東珈琲・丸きん
まんじゅう・二葉製菓と相談して企画
しました。市販品との食べ比べやワー
クショップ・消費材を使ったランチな

ど、生活クラブの「おいしさ」を多く
の方にアピールしました。
　
　秋もワークショップを開催します。
生産者選びは各ブロックで検討中です。
　皆さんもお気に入りの企画に、お友
だちを誘ってぜひ参加
してください！
　お友だちが加入する
と、お友だちとあなた
に素敵なプレゼントが
あります！おいしい、
うれしいプレゼントを

用意しています（ブロックによってプレ
ゼントの内容が若干異なります）。
「なるほど！」な講座と、おいしいラ
ンチでお友だちと楽しいひと時を過ご
しませんか？

いろんな
お菓子のバイキング＆ドリンクバー

　４月 6日、つくばエ
クスプレス・流山おお
たかの森駅近くの京和

ガスショールームG-more で、二葉製
菓（株）の二葉晃司さん（写真①）を
迎えて開催しました。参加者は、組合
員 23人、一般の方９人（全員加入）。
　二葉さんから、二葉製菓の歴史や合
成着色料と天然由来着色料の違いにつ
いて説明があり、参加者は熱心に聞き

入っていました。
　添加物だけで（果汁がまったくなく
ても）ジュースができていく実験（写
真②）に、参加者一同びっくりした表情。
　ランチの、たまごパンでつくった
ティラミス、ホットケーキミックスを
使ったケークサレ、二葉製菓のロール
ケーキなどにおいしい！と舌つづみ。
　原材料や食について関心をもっても
らえ、「食べて・知って納得！」のワー
クショップとなりました。　　　　　

柏ブロック
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つくったひとに会ってみよう♪　おいしい発見 !! ワークショップ 

体験・参加型の生産者との交流を通して、ま
だ生活クラブに加入していない方に楽しく生
活クラブを知ってもらうワークショップ。　

2016 年は、15 回開催、103 人の仲間が増え
ました。今年度もワークショップを開催します。
お友だちを誘ってぜひご参加ください！

　参加者の声

・果汁や砂糖がなくてもジュースがつく

　れるなんてびっくりしました。

・少人数なので、講師の方に気軽に質問

　ができてよかった。

・お昼は、子どもと一緒に食べられて、

　ボリュームもあって大満足！

・ランチのメニューは、生活クラブの消

　費材でつくられているので安心。やっ

　ぱりおいしい！

＊秋の企画の詳細は、ブロック発行のちらしをご覧ください。

つくった人（生産者） つくっているもの 開催日 ブロック
二葉製菓（株） たまごパン 4/26 柏

（株）ミサワ食品 たまごボーロ
6/2 佐倉
6/8 市原

美勢商事（株） 餃子 6/6 ベイ
日東珈琲（株）　 森のコーヒー 6/16 千葉

（株）丸きんまんじゅう 米粉のロールケーキ
6/28 柏
6/29 松戸

佐倉 ･ベイの写真

2017
春

美勢商事（株）/ ベイブロック （株）ミサワ食品 / 佐倉ブロック

① ②
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視覚障がいのある方、また、高齢によ
り視覚に不自由を感じている方にも、
生活クラブを楽しんでもらいたい、『生
活と自治』の情報を全ての人に届けた
いという「思い」から生まれた「情報
のバリアフリー化」の活動です。

『生活と自治』リーディングサービス

　『生活と自治』は、生活クラブ連合
会が毎月発行する「生活者の新聞」で
す。内容は、消費材や生産者について
の情報や、全国各地での生活クラブの
取り組み、また各界の著名人へのイン
タビューの他、ゲストのエッセイから
学ぶ人生観、生活の知恵など「生活知
識」がいっぱい。多様な情報が氾濫す
る社会にあって、生活する側の自治と
自立に繫がる報道をしています。多く
の組合員に読んでもらいたいと、 音声
で読みあげたものを CD に録音してお
届けするシステムをつくりました。
　「 情 報 の バ リ ア フ リ ー」 と し て、
2010 年生活クラブ東京でスタートし、
2016 年度より全国の生活クラブで利
用できるようになりました。千葉でも
4 人の組合員が利用しています。今年
3 月には利用者とリーディングサービ
ス関係者の交流会が開催され、利用者
からは「生活と自治を読みたいという
思いが叶ってうれしい」、「肉声で聞く
のが楽しい」など、うれしい声も。

音訳ボランティアの活動

　音訳は、生活クラブ東京の組合員に
よるボランティアグループ Yomu2（よ
むよむ）が担当しています。作業は基
本的にメンバーが自宅などで行ってい
ます。月に 1 回は集まり、最新号の
音訳箇所を分担し、読み方やアクセン

トを確認します。文中の写真や画像の
説明、引用先、発行に関することなど、
隅から隅まで、読みあげられています。
現在は、東京以外の組合員もこのボラ
ンティアに参加しています。活動は主
にインターネットを使ったやりとりの
ため、遠距離からも参加できます。希
望者はご連絡ください。

リーディングサービスの利用方法

　ＣＤには、「プレクストーク＊仕様」
と「通常の音楽ＣＤ等を楽しむ機器で
再生できる」の２種類があります。一
度利用登録された方には、毎月 CD が
郵送されます。
　生活クラブ千葉では、リーデング
サービスの利用を、たすけあいの仕組
み「エッコロ制度」の日常生活保障の
１つとしています。CD 代や郵送費は
ここから保障として給付されるため、
負担する必要はありません。

　このサービスが必要とされている方
に伝わることを願っています。利用を
希望する方やリーディングサービスを
必要とする組合員をご存知でしたらご
連絡ください。　福祉委員長　山本百合
　　　
　問い合わせ・申し込み

　福祉・たすけあい事業部

tel：043-278-7768

情報のバリアフリー
『生活と自治』リーディングサービス　と　「ｅくらぶ」　音声読み上げ対応

　

　
　インターネット注文「e くらぶ」では、
消費材の注文の時、視力の弱い方や高齢
で「最近小さい文字が見えにくい」な
ど、カタログを読むことに苦労されてい
る方にも音声読み上げソフトで利用いた
だけるよう、Web アクセシビリティ（JIS 
X8341-3）に準拠しています。
＊動作検証は、日立製ソフト「ZoomSight｣

で行っていますが、すべての音声読み上げソ

フトで完全に動作することを保障するもので

はありません。

利用している組合員の感想

・今までカタログを読んでもらったり、

　配達の方にセンターに帰ってから、電

　話で聞き取ってもらったりしていたが、

　自分で好きな時にいつでもできるので

　とてもうれしい。 

・消費材の説明が入っているところもあ

　り役に立つ。 

・電話注文も始まり、もっと便利になる。

　音声読み上げソフトに関するご質問等
　は、ｅくらぶ事務局にご連絡ください。 

tel：0570 ｰ 666-153
（受付時間：月～金 10:00 ～ 18:00）

＊プレクストーク：DAISY データの再生や録音が
できる機器。キー操作で、早送りや巻き戻し、マー
キング個所に移動できる。
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　組合員対象の通常の生産者交流会と
は異なる、組合員外を対象にした「つ
くったひとに会ってみよう♪おいしい
発見 !! ワークショップ」。17 年度春
も各ブロックで実施しました。
　食べる仲間を増やすことを目的に、
体験・参加型の食イベントを行い、楽
しみながら消費材の良さを知ってもら
うことをコンセプトに、生産者のミサ
ワ食品・美勢商事・日東珈琲・丸きん
まんじゅう・二葉製菓と相談して企画
しました。市販品との食べ比べやワー
クショップ・消費材を使ったランチな

ど、生活クラブの「おいしさ」を多く
の方にアピールしました。
　
　秋もワークショップを開催します。
生産者選びは各ブロックで検討中です。
　皆さんもお気に入りの企画に、お友
だちを誘ってぜひ参加
してください！
　お友だちが加入する
と、お友だちとあなた
に素敵なプレゼントが
あります！おいしい、
うれしいプレゼントを

用意しています（ブロックによってプレ
ゼントの内容が若干異なります）。
「なるほど！」な講座と、おいしいラ
ンチでお友だちと楽しいひと時を過ご
しませんか？

いろんな
お菓子のバイキング＆ドリンクバー

　４月 6日、つくばエ
クスプレス・流山おお
たかの森駅近くの京和

ガスショールームG-more で、二葉製
菓（株）の二葉晃司さん（写真①）を
迎えて開催しました。参加者は、組合
員 23人、一般の方９人（全員加入）。
　二葉さんから、二葉製菓の歴史や合
成着色料と天然由来着色料の違いにつ
いて説明があり、参加者は熱心に聞き

入っていました。
　添加物だけで（果汁がまったくなく
ても）ジュースができていく実験（写
真②）に、参加者一同びっくりした表情。
　ランチの、たまごパンでつくった
ティラミス、ホットケーキミックスを
使ったケークサレ、二葉製菓のロール
ケーキなどにおいしい！と舌つづみ。
　原材料や食について関心をもっても
らえ、「食べて・知って納得！」のワー
クショップとなりました。　　　　　

柏ブロック
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つくったひとに会ってみよう♪　おいしい発見 !! ワークショップ 

体験・参加型の生産者との交流を通して、ま
だ生活クラブに加入していない方に楽しく生
活クラブを知ってもらうワークショップ。　

2016 年は、15 回開催、103 人の仲間が増え
ました。今年度もワークショップを開催します。
お友だちを誘ってぜひご参加ください！

　参加者の声

・果汁や砂糖がなくてもジュースがつく

　れるなんてびっくりしました。

・少人数なので、講師の方に気軽に質問

　ができてよかった。

・お昼は、子どもと一緒に食べられて、

　ボリュームもあって大満足！

・ランチのメニューは、生活クラブの消

　費材でつくられているので安心。やっ

　ぱりおいしい！

＊秋の企画の詳細は、ブロック発行のちらしをご覧ください。

つくった人（生産者） つくっているもの 開催日 ブロック
二葉製菓（株） たまごパン 4/26 柏

（株）ミサワ食品 たまごボーロ
6/2 佐倉
6/8 市原

美勢商事（株） 餃子 6/6 ベイ
日東珈琲（株）　 森のコーヒー 6/16 千葉

（株）丸きんまんじゅう 米粉のロールケーキ
6/28 柏
6/29 松戸

佐倉 ･ベイの写真

2017
春

美勢商事（株）/ ベイブロック （株）ミサワ食品 / 佐倉ブロック
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視覚障がいのある方、また、高齢によ
り視覚に不自由を感じている方にも、
生活クラブを楽しんでもらいたい、『生
活と自治』の情報を全ての人に届けた
いという「思い」から生まれた「情報
のバリアフリー化」の活動です。

『生活と自治』リーディングサービス

　『生活と自治』は、生活クラブ連合
会が毎月発行する「生活者の新聞」で
す。内容は、消費材や生産者について
の情報や、全国各地での生活クラブの
取り組み、また各界の著名人へのイン
タビューの他、ゲストのエッセイから
学ぶ人生観、生活の知恵など「生活知
識」がいっぱい。多様な情報が氾濫す
る社会にあって、生活する側の自治と
自立に繫がる報道をしています。多く
の組合員に読んでもらいたいと、 音声
で読みあげたものを CD に録音してお
届けするシステムをつくりました。
　「 情 報 の バ リ ア フ リ ー」 と し て、
2010 年生活クラブ東京でスタートし、
2016 年度より全国の生活クラブで利
用できるようになりました。千葉でも
4 人の組合員が利用しています。今年
3 月には利用者とリーディングサービ
ス関係者の交流会が開催され、利用者
からは「生活と自治を読みたいという
思いが叶ってうれしい」、「肉声で聞く
のが楽しい」など、うれしい声も。

音訳ボランティアの活動

　音訳は、生活クラブ東京の組合員に
よるボランティアグループ Yomu2（よ
むよむ）が担当しています。作業は基
本的にメンバーが自宅などで行ってい
ます。月に 1 回は集まり、最新号の
音訳箇所を分担し、読み方やアクセン

トを確認します。文中の写真や画像の
説明、引用先、発行に関することなど、
隅から隅まで、読みあげられています。
現在は、東京以外の組合員もこのボラ
ンティアに参加しています。活動は主
にインターネットを使ったやりとりの
ため、遠距離からも参加できます。希
望者はご連絡ください。

リーディングサービスの利用方法

　ＣＤには、「プレクストーク＊仕様」
と「通常の音楽ＣＤ等を楽しむ機器で
再生できる」の２種類があります。一
度利用登録された方には、毎月 CD が
郵送されます。
　生活クラブ千葉では、リーデング
サービスの利用を、たすけあいの仕組
み「エッコロ制度」の日常生活保障の
１つとしています。CD 代や郵送費は
ここから保障として給付されるため、
負担する必要はありません。

　このサービスが必要とされている方
に伝わることを願っています。利用を
希望する方やリーディングサービスを
必要とする組合員をご存知でしたらご
連絡ください。　福祉委員長　山本百合
　　　
　問い合わせ・申し込み

　福祉・たすけあい事業部

tel：043-278-7768

情報のバリアフリー
『生活と自治』リーディングサービス　と　「ｅくらぶ」　音声読み上げ対応

　

　
　インターネット注文「e くらぶ」では、
消費材の注文の時、視力の弱い方や高齢
で「最近小さい文字が見えにくい」な
ど、カタログを読むことに苦労されてい
る方にも音声読み上げソフトで利用いた
だけるよう、Web アクセシビリティ（JIS 
X8341-3）に準拠しています。
＊動作検証は、日立製ソフト「ZoomSight｣

で行っていますが、すべての音声読み上げソ

フトで完全に動作することを保障するもので

はありません。

利用している組合員の感想

・今までカタログを読んでもらったり、

　配達の方にセンターに帰ってから、電

　話で聞き取ってもらったりしていたが、

　自分で好きな時にいつでもできるので

　とてもうれしい。 

・消費材の説明が入っているところもあ

　り役に立つ。 

・電話注文も始まり、もっと便利になる。

　音声読み上げソフトに関するご質問等
　は、ｅくらぶ事務局にご連絡ください。 

tel：0570 ｰ 666-153
（受付時間：月～金 10:00 ～ 18:00）

＊プレクストーク：DAISY データの再生や録音が
できる機器。キー操作で、早送りや巻き戻し、マー
キング個所に移動できる。
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　組合員対象の通常の生産者交流会と
は異なる、組合員外を対象にした「つ
くったひとに会ってみよう♪おいしい
発見 !! ワークショップ」。17 年度春
も各ブロックで実施しました。
　食べる仲間を増やすことを目的に、
体験・参加型の食イベントを行い、楽
しみながら消費材の良さを知ってもら
うことをコンセプトに、生産者のミサ
ワ食品・美勢商事・日東珈琲・丸きん
まんじゅう・二葉製菓と相談して企画
しました。市販品との食べ比べやワー
クショップ・消費材を使ったランチな

ど、生活クラブの「おいしさ」を多く
の方にアピールしました。
　
　秋もワークショップを開催します。
生産者選びは各ブロックで検討中です。
　皆さんもお気に入りの企画に、お友
だちを誘ってぜひ参加
してください！
　お友だちが加入する
と、お友だちとあなた
に素敵なプレゼントが
あります！おいしい、
うれしいプレゼントを

用意しています（ブロックによってプレ
ゼントの内容が若干異なります）。
「なるほど！」な講座と、おいしいラ
ンチでお友だちと楽しいひと時を過ご
しませんか？

いろんな
お菓子のバイキング＆ドリンクバー

　４月 6日、つくばエ
クスプレス・流山おお
たかの森駅近くの京和

ガスショールームG-more で、二葉製
菓（株）の二葉晃司さん（写真①）を
迎えて開催しました。参加者は、組合
員 23人、一般の方９人（全員加入）。
　二葉さんから、二葉製菓の歴史や合
成着色料と天然由来着色料の違いにつ
いて説明があり、参加者は熱心に聞き

入っていました。
　添加物だけで（果汁がまったくなく
ても）ジュースができていく実験（写
真②）に、参加者一同びっくりした表情。
　ランチの、たまごパンでつくった
ティラミス、ホットケーキミックスを
使ったケークサレ、二葉製菓のロール
ケーキなどにおいしい！と舌つづみ。
　原材料や食について関心をもっても
らえ、「食べて・知って納得！」のワー
クショップとなりました。　　　　　

柏ブロック
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つくったひとに会ってみよう♪　おいしい発見 !! ワークショップ 

体験・参加型の生産者との交流を通して、ま
だ生活クラブに加入していない方に楽しく生
活クラブを知ってもらうワークショップ。　

2016 年は、15 回開催、103 人の仲間が増え
ました。今年度もワークショップを開催します。
お友だちを誘ってぜひご参加ください！

　参加者の声

・果汁や砂糖がなくてもジュースがつく

　れるなんてびっくりしました。

・少人数なので、講師の方に気軽に質問

　ができてよかった。

・お昼は、子どもと一緒に食べられて、

　ボリュームもあって大満足！

・ランチのメニューは、生活クラブの消

　費材でつくられているので安心。やっ

　ぱりおいしい！

＊秋の企画の詳細は、ブロック発行のちらしをご覧ください。

つくった人（生産者） つくっているもの 開催日 ブロック
二葉製菓（株） たまごパン 4/26 柏

（株）ミサワ食品 たまごボーロ
6/2 佐倉
6/8 市原

美勢商事（株） 餃子 6/6 ベイ
日東珈琲（株）　 森のコーヒー 6/16 千葉

（株）丸きんまんじゅう 米粉のロールケーキ
6/28 柏
6/29 松戸

佐倉 ･ベイの写真
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春
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ちーばくんの鼻のあたりにあ
る流山市は毎年人口が増え、
特におおたかの森周辺は新し

い住宅がどんどんでき、子育て世代の
転入がとても多いエリアです。駅前開
発は、大きなホールのある複合施設の
建設が始まり、デポーおおたかの森に
沿った道路も 9月開通予定です。デ
ポーがオープンする頃には違う風景に
なると思うととても楽しみです。

３月にデポーおおたかの森建設委
員会を立ち上げ、チームに分か

れて1,200人の仲間を増やすべく日々
活動しています。

５つのチームで「デポ活」を通し
てデポーおおたかの森と地域を

盛り上げて行きたいです。
　５月 19 日、東洋ハウジングモデル
ハウス YUI ★ STATION にて「にじ
いろマルシェ」を開催。AIC のやさ
い市、スワンベーカリー柏店のパンや
（企）ワーカーズあい・惣菜のお弁当
が完売しました。たくさんの方の来場
で、10人の仲間が増えました。「にじ
いろマルシェ」は東洋ハウジン
グとコラボして毎月開催予定！
いろいろな企画があります。
詳しくは柏ブロック FBを！

広報研修

　生活クラブ虹の街では、年に２回、
広報研修を行っています。５月 22 日、
本部ホールにて、「読まれるちらしや
広報誌のつくり方」をテーマに研修を
開催。６ブロックから機関紙の担当者
や理事など 33人が参加しました。
　講師に（株）創土社の長谷川勝さん
（写真中央）、を招き、広報の基礎から
応用について学習しました。
　「目的とターゲットを決め、わかり
やすい言葉で表現します。特に、ター
ゲットをしぼることに臆病にならない
で。そして、書体とサイズを使い分け
てメリハリをつけ、線に沿ってレイア

ウトすると瞬時で内容が目に飛び込ん
できます」と長谷川さん。
　「写真は、斜めから奥行きを意識し
て撮る」など、撮影方法も学びました。
　休憩をはさんで、各ブロックの「既
存紙面のキャッチコピーを付け直す」
ワークショップ。ブロック毎に代表者
が改善案を提案。さっそく学習の成果
が現れたようで、長谷川さんから好評

を得ました。

「福島の現状と放射能」講演会

　５月24日、船橋市勤労市民センター
にて「福島の現状と放射能」講演会福
島の事故から６年　子どもたちの今
～これからの「エネルギー」について
考える～を環境委員会が開催。93 人
が参加しました。
　講師に、生活クラブふくしま理事長
の大津山ひろみさんと生活クラブ連合
会品質管理部部長の槌田博さんを迎え、
福島の現状（大津山さん）および放射
能（槌田さん）の影響について話を聞
きました。
　「震災直後の連合の大型トラックか
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デポーおおたかの森・活動ファイル

広報研修

     デポーおおたかの森　10月末OPEN!

「福島の現状と放射能」講演会

ふやし隊 1人でも多くの仲間づ
くりをします。

あつまり隊
運営委員が中心とな

り組合員企画を通し
て

仲間を繋げます。

しらせ隊
デポ活 news、ＦＢで

デポーおおたかの森
の

ホットな情報を配信
します。

はたらき隊 ワーカーズを形成し
ます。

はぐくみ隊
生活クラブならでは

の小規模保育園を立
ち

上げます。

柏ブロックFB
は、こちらから
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らの給油で、３月
14日の通常配達に
加え、15日からは
相馬新地への支援
物資配達も可能に
なりました。生活
クラブふくしまの
2011 年は、避難による組合員の脱退
が続くなか、生産者や組合員による仮
設住宅での青空市・支援りんごの取り
組みなどの被災者への支援活動、組合
員のカンパによって購入した測定器を
使い、放射能対策チームによる福島市
での放射能測定（ハザードマップの作
成）および甲状腺検査の情報開示請求
活動を開始しました。
　2016 年９月の甲状腺検診状況とし
て福島県民健康調査の結果、２巡目の
検査で新たに 69 人が、がん又はがん
の疑いで計 184 人にもなる。２巡目
までは受診をすすめていたが、３巡目
はデメリットを強調し受診を躊躇させ
るような内容にすることで、検査縮小
へと舵が切られようとしています」と
大津山さん。「震災と原発事故から６
年めを迎え、全国ニュースで福島が報
道されることが極端に減り、関心が薄
れていることに危機感を覚えます。事
故は現在進行形で続いていて、福島に
住む者にとってそれは日常的な問題で
す。発言しにくい状況は続いています
が、あきらめずに地道に続けていきま
す。分断されないためにお互いに交流
しあい、ゆるく、広く、繫がっていき
ましょう！」と締めくくりました。
　「放射能検査の目的として、安心し
て子どもたちに与えられる食品を供給
するため、国の基準値よりも厳しい生
活クラブ自主基準値を設け、膨大な数
にのぼる放射能検査を続けています」
と槌田さん。
　４月公開の新しい放射能検査結果
WEB検索。原発の放射性希ガス、放
射性ヨウ素ガス、放射性廃液、放射性
トリチウム水の年度別放出量、事故
後の放射能汚染地図、原発構内の放

コルザ 2017年７月号No.384（7）

活動ファイル

射線量、被ばく
量と発がんリス
ク、被ばく量と
がん死の増加な
ど、槌田さんか
らたくさんの情
報を得て、あの

日漠然と感じていた放射能汚染の不安
が数字やデータを見て、福島や日本に
起こったことがよりはっきりしました。
　参加者からは「汚染は福島だけの問
題ではない。６年たってもこれからだ。
忘れないで心していきたい」「放射能
の怖さを改めて理解できた」「福島の
現状を少しでも知ることができ、参加
できてよかった」「槌田さんの、避難
する方と避難しない方それぞれの判断
を尊重してほしいとの言葉が印象に
残った」など、それぞれが感じたさま
ざまな思いがありました。
　少しずつ人々の記憶から薄れていく
福島第一原発事故は、今も多くの問題
と課題を抱えています。子どもたちの
未来のために何ができるかを一緒に考
えてみませんか？　

環境委員　根本江美子

　

日本水大賞受賞記念フォーラム

　5月 27 日、ミレニアムセンター佐
倉にてせっけんの街の第 19回通常総
会と第 18 回日本水大賞市民活動賞、
第５回印旛沼・流域再生大賞の受賞を
記念した講演会が行われました。
　本総会をもってせっけんの街の理事
長は須田恭子さんから道端園枝さんに
引き継がれました。
　今年度は、せっけんの街手賀沼工場
の改装が始まり、子育てサロンや工場

見学会など、さまざまな目的に利用予
定の「地域交流スペース」も設置され
ます。「台所用液体せっけんおれんじ
業務用」と「台所用粉せっけん萠詰替
用」の 2点がエコマークを取得。また、
若い世代を中心としたわかりやすく具
体的な環境教育事業も行われます。
　記念講演会は、水ジャーナリストの
橋本淳司さんを講師に「100 年後の
水を守る」をテーマに、①世界の水事
情 ②水循環 ③家庭に流れている水 ④
教育現場で行われている環境教育につ
いて学びました。
　「世界には、水道を引くための資金
がないため、山を越え時間をかけて水
を汲みに行かなければならず、勉強や
仕事ができないことで貧困に繋がって
いる地域があります。地球上にある水
の量を風呂１杯分とすると、私たちが
使える水の量はスプーン１杯分。水は
形を変えてめぐっています。雨となり
地下に浸み込み、川となりその水を家
庭や工場で利用し、海に流れ蒸発し雲
になり、雨となって地上に降ります。
この水のめぐりが水循環で、水を汚す
と汚れた水として還ってきます」と動
画を交えて橋本さん。
　特に印象に残った「食べ物川」の話
では、ハンバーガーを１個つくるのに
給水車３台分の水が使われているとい
うこと(環境省「仮想水計算機」より算出)。
　「次の世代のために、大切な水を守
るために何ができるでしょうか ?『み
ずからかんがえる』は『水から考え』『自
ら考えて行動する』の２つをかけた言
葉です」「100 年後の水は一人では守
れません。日々守ることと、人に広め
ていくことで 100 年後に繋がります」
と橋本さん。
　世界の水問題については、蛇口をひ
ねれば水が出る私たちの生活には関係
のないことと捉えてしまいがちですが、
水は、全ての生き物にとって必要です。
水のありがたさを実感し、後世にきれ
いな水を残すために行動していきたい
と思いました。　　  組織部　茂野芽衣

日本水大賞受賞記念フォーラム
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ちーばくんの鼻のあたりにあ
る流山市は毎年人口が増え、
特におおたかの森周辺は新し

い住宅がどんどんでき、子育て世代の
転入がとても多いエリアです。駅前開
発は、大きなホールのある複合施設の
建設が始まり、デポーおおたかの森に
沿った道路も 9月開通予定です。デ
ポーがオープンする頃には違う風景に
なると思うととても楽しみです。

３月にデポーおおたかの森建設委
員会を立ち上げ、チームに分か

れて1,200人の仲間を増やすべく日々
活動しています。

５つのチームで「デポ活」を通し
てデポーおおたかの森と地域を

盛り上げて行きたいです。
　５月 19 日、東洋ハウジングモデル
ハウス YUI ★ STATION にて「にじ
いろマルシェ」を開催。AIC のやさ
い市、スワンベーカリー柏店のパンや
（企）ワーカーズあい・惣菜のお弁当
が完売しました。たくさんの方の来場
で、10人の仲間が増えました。「にじ
いろマルシェ」は東洋ハウジン
グとコラボして毎月開催予定！
いろいろな企画があります。
詳しくは柏ブロック FBを！

広報研修

　生活クラブ虹の街では、年に２回、
広報研修を行っています。５月 22 日、
本部ホールにて、「読まれるちらしや
広報誌のつくり方」をテーマに研修を
開催。６ブロックから機関紙の担当者
や理事など 33人が参加しました。
　講師に（株）創土社の長谷川勝さん
（写真中央）、を招き、広報の基礎から
応用について学習しました。
　「目的とターゲットを決め、わかり
やすい言葉で表現します。特に、ター
ゲットをしぼることに臆病にならない
で。そして、書体とサイズを使い分け
てメリハリをつけ、線に沿ってレイア

ウトすると瞬時で内容が目に飛び込ん
できます」と長谷川さん。
　「写真は、斜めから奥行きを意識し
て撮る」など、撮影方法も学びました。
　休憩をはさんで、各ブロックの「既
存紙面のキャッチコピーを付け直す」
ワークショップ。ブロック毎に代表者
が改善案を提案。さっそく学習の成果
が現れたようで、長谷川さんから好評

を得ました。

「福島の現状と放射能」講演会

　５月24日、船橋市勤労市民センター
にて「福島の現状と放射能」講演会福
島の事故から６年　子どもたちの今
～これからの「エネルギー」について
考える～を環境委員会が開催。93 人
が参加しました。
　講師に、生活クラブふくしま理事長
の大津山ひろみさんと生活クラブ連合
会品質管理部部長の槌田博さんを迎え、
福島の現状（大津山さん）および放射
能（槌田さん）の影響について話を聞
きました。
　「震災直後の連合の大型トラックか
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広報研修

     デポーおおたかの森　10月末OPEN!

「福島の現状と放射能」講演会

ふやし隊 1人でも多くの仲間づ
くりをします。

あつまり隊
運営委員が中心とな

り組合員企画を通し
て

仲間を繋げます。

しらせ隊
デポ活 news、ＦＢで

デポーおおたかの森
の

ホットな情報を配信
します。

はたらき隊 ワーカーズを形成し
ます。

はぐくみ隊
生活クラブならでは

の小規模保育園を立
ち

上げます。

柏ブロックFB
は、こちらから
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らの給油で、３月
14日の通常配達に
加え、15日からは
相馬新地への支援
物資配達も可能に
なりました。生活
クラブふくしまの
2011 年は、避難による組合員の脱退
が続くなか、生産者や組合員による仮
設住宅での青空市・支援りんごの取り
組みなどの被災者への支援活動、組合
員のカンパによって購入した測定器を
使い、放射能対策チームによる福島市
での放射能測定（ハザードマップの作
成）および甲状腺検査の情報開示請求
活動を開始しました。
　2016 年９月の甲状腺検診状況とし
て福島県民健康調査の結果、２巡目の
検査で新たに 69 人が、がん又はがん
の疑いで計 184 人にもなる。２巡目
までは受診をすすめていたが、３巡目
はデメリットを強調し受診を躊躇させ
るような内容にすることで、検査縮小
へと舵が切られようとしています」と
大津山さん。「震災と原発事故から６
年めを迎え、全国ニュースで福島が報
道されることが極端に減り、関心が薄
れていることに危機感を覚えます。事
故は現在進行形で続いていて、福島に
住む者にとってそれは日常的な問題で
す。発言しにくい状況は続いています
が、あきらめずに地道に続けていきま
す。分断されないためにお互いに交流
しあい、ゆるく、広く、繫がっていき
ましょう！」と締めくくりました。
　「放射能検査の目的として、安心し
て子どもたちに与えられる食品を供給
するため、国の基準値よりも厳しい生
活クラブ自主基準値を設け、膨大な数
にのぼる放射能検査を続けています」
と槌田さん。
　４月公開の新しい放射能検査結果
WEB検索。原発の放射性希ガス、放
射性ヨウ素ガス、放射性廃液、放射性
トリチウム水の年度別放出量、事故
後の放射能汚染地図、原発構内の放
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活動ファイル

射線量、被ばく
量と発がんリス
ク、被ばく量と
がん死の増加な
ど、槌田さんか
らたくさんの情
報を得て、あの

日漠然と感じていた放射能汚染の不安
が数字やデータを見て、福島や日本に
起こったことがよりはっきりしました。
　参加者からは「汚染は福島だけの問
題ではない。６年たってもこれからだ。
忘れないで心していきたい」「放射能
の怖さを改めて理解できた」「福島の
現状を少しでも知ることができ、参加
できてよかった」「槌田さんの、避難
する方と避難しない方それぞれの判断
を尊重してほしいとの言葉が印象に
残った」など、それぞれが感じたさま
ざまな思いがありました。
　少しずつ人々の記憶から薄れていく
福島第一原発事故は、今も多くの問題
と課題を抱えています。子どもたちの
未来のために何ができるかを一緒に考
えてみませんか？　

環境委員　根本江美子

　

日本水大賞受賞記念フォーラム

　5月 27 日、ミレニアムセンター佐
倉にてせっけんの街の第 19回通常総
会と第 18 回日本水大賞市民活動賞、
第５回印旛沼・流域再生大賞の受賞を
記念した講演会が行われました。
　本総会をもってせっけんの街の理事
長は須田恭子さんから道端園枝さんに
引き継がれました。
　今年度は、せっけんの街手賀沼工場
の改装が始まり、子育てサロンや工場

見学会など、さまざまな目的に利用予
定の「地域交流スペース」も設置され
ます。「台所用液体せっけんおれんじ
業務用」と「台所用粉せっけん萠詰替
用」の 2点がエコマークを取得。また、
若い世代を中心としたわかりやすく具
体的な環境教育事業も行われます。
　記念講演会は、水ジャーナリストの
橋本淳司さんを講師に「100 年後の
水を守る」をテーマに、①世界の水事
情 ②水循環 ③家庭に流れている水 ④
教育現場で行われている環境教育につ
いて学びました。
　「世界には、水道を引くための資金
がないため、山を越え時間をかけて水
を汲みに行かなければならず、勉強や
仕事ができないことで貧困に繋がって
いる地域があります。地球上にある水
の量を風呂１杯分とすると、私たちが
使える水の量はスプーン１杯分。水は
形を変えてめぐっています。雨となり
地下に浸み込み、川となりその水を家
庭や工場で利用し、海に流れ蒸発し雲
になり、雨となって地上に降ります。
この水のめぐりが水循環で、水を汚す
と汚れた水として還ってきます」と動
画を交えて橋本さん。
　特に印象に残った「食べ物川」の話
では、ハンバーガーを１個つくるのに
給水車３台分の水が使われているとい
うこと(環境省「仮想水計算機」より算出)。
　「次の世代のために、大切な水を守
るために何ができるでしょうか ?『み
ずからかんがえる』は『水から考え』『自
ら考えて行動する』の２つをかけた言
葉です」「100 年後の水は一人では守
れません。日々守ることと、人に広め
ていくことで 100 年後に繋がります」
と橋本さん。
　世界の水問題については、蛇口をひ
ねれば水が出る私たちの生活には関係
のないことと捉えてしまいがちですが、
水は、全ての生き物にとって必要です。
水のありがたさを実感し、後世にきれ
いな水を残すために行動していきたい
と思いました。　　  組織部　茂野芽衣

日本水大賞受賞記念フォーラム
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ちーばくんの鼻のあたりにあ
る流山市は毎年人口が増え、
特におおたかの森周辺は新し

い住宅がどんどんでき、子育て世代の
転入がとても多いエリアです。駅前開
発は、大きなホールのある複合施設の
建設が始まり、デポーおおたかの森に
沿った道路も 9月開通予定です。デ
ポーがオープンする頃には違う風景に
なると思うととても楽しみです。

３月にデポーおおたかの森建設委
員会を立ち上げ、チームに分か

れて1,200人の仲間を増やすべく日々
活動しています。

５つのチームで「デポ活」を通し
てデポーおおたかの森と地域を

盛り上げて行きたいです。
　５月 19 日、東洋ハウジングモデル
ハウス YUI ★ STATION にて「にじ
いろマルシェ」を開催。AIC のやさ
い市、スワンベーカリー柏店のパンや
（企）ワーカーズあい・惣菜のお弁当
が完売しました。たくさんの方の来場
で、10人の仲間が増えました。「にじ
いろマルシェ」は東洋ハウジン
グとコラボして毎月開催予定！
いろいろな企画があります。
詳しくは柏ブロック FBを！

広報研修

　生活クラブ虹の街では、年に２回、
広報研修を行っています。５月 22 日、
本部ホールにて、「読まれるちらしや
広報誌のつくり方」をテーマに研修を
開催。６ブロックから機関紙の担当者
や理事など 33人が参加しました。
　講師に（株）創土社の長谷川勝さん
（写真中央）、を招き、広報の基礎から
応用について学習しました。
　「目的とターゲットを決め、わかり
やすい言葉で表現します。特に、ター
ゲットをしぼることに臆病にならない
で。そして、書体とサイズを使い分け
てメリハリをつけ、線に沿ってレイア

ウトすると瞬時で内容が目に飛び込ん
できます」と長谷川さん。
　「写真は、斜めから奥行きを意識し
て撮る」など、撮影方法も学びました。
　休憩をはさんで、各ブロックの「既
存紙面のキャッチコピーを付け直す」
ワークショップ。ブロック毎に代表者
が改善案を提案。さっそく学習の成果
が現れたようで、長谷川さんから好評

を得ました。

「福島の現状と放射能」講演会

　５月24日、船橋市勤労市民センター
にて「福島の現状と放射能」講演会福
島の事故から６年　子どもたちの今
～これからの「エネルギー」について
考える～を環境委員会が開催。93 人
が参加しました。
　講師に、生活クラブふくしま理事長
の大津山ひろみさんと生活クラブ連合
会品質管理部部長の槌田博さんを迎え、
福島の現状（大津山さん）および放射
能（槌田さん）の影響について話を聞
きました。
　「震災直後の連合の大型トラックか

（6）コルザ 2017 年７月号No.384

デポーおおたかの森・活動ファイル

広報研修

     デポーおおたかの森　10月末OPEN!

「福島の現状と放射能」講演会

ふやし隊 1人でも多くの仲間づ
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らの給油で、３月
14日の通常配達に
加え、15日からは
相馬新地への支援
物資配達も可能に
なりました。生活
クラブふくしまの
2011 年は、避難による組合員の脱退
が続くなか、生産者や組合員による仮
設住宅での青空市・支援りんごの取り
組みなどの被災者への支援活動、組合
員のカンパによって購入した測定器を
使い、放射能対策チームによる福島市
での放射能測定（ハザードマップの作
成）および甲状腺検査の情報開示請求
活動を開始しました。
　2016 年９月の甲状腺検診状況とし
て福島県民健康調査の結果、２巡目の
検査で新たに 69 人が、がん又はがん
の疑いで計 184 人にもなる。２巡目
までは受診をすすめていたが、３巡目
はデメリットを強調し受診を躊躇させ
るような内容にすることで、検査縮小
へと舵が切られようとしています」と
大津山さん。「震災と原発事故から６
年めを迎え、全国ニュースで福島が報
道されることが極端に減り、関心が薄
れていることに危機感を覚えます。事
故は現在進行形で続いていて、福島に
住む者にとってそれは日常的な問題で
す。発言しにくい状況は続いています
が、あきらめずに地道に続けていきま
す。分断されないためにお互いに交流
しあい、ゆるく、広く、繫がっていき
ましょう！」と締めくくりました。
　「放射能検査の目的として、安心し
て子どもたちに与えられる食品を供給
するため、国の基準値よりも厳しい生
活クラブ自主基準値を設け、膨大な数
にのぼる放射能検査を続けています」
と槌田さん。
　４月公開の新しい放射能検査結果
WEB検索。原発の放射性希ガス、放
射性ヨウ素ガス、放射性廃液、放射性
トリチウム水の年度別放出量、事故
後の放射能汚染地図、原発構内の放
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報を得て、あの
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が数字やデータを見て、福島や日本に
起こったことがよりはっきりしました。
　参加者からは「汚染は福島だけの問
題ではない。６年たってもこれからだ。
忘れないで心していきたい」「放射能
の怖さを改めて理解できた」「福島の
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できてよかった」「槌田さんの、避難
する方と避難しない方それぞれの判断
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残った」など、それぞれが感じたさま
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福島第一原発事故は、今も多くの問題
と課題を抱えています。子どもたちの
未来のために何ができるかを一緒に考
えてみませんか？　
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定の「地域交流スペース」も設置され
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使える水の量はスプーン１杯分。水は
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地下に浸み込み、川となりその水を家
庭や工場で利用し、海に流れ蒸発し雲
になり、雨となって地上に降ります。
この水のめぐりが水循環で、水を汚す
と汚れた水として還ってきます」と動
画を交えて橋本さん。
　特に印象に残った「食べ物川」の話
では、ハンバーガーを１個つくるのに
給水車３台分の水が使われているとい
うこと(環境省「仮想水計算機」より算出)。
　「次の世代のために、大切な水を守
るために何ができるでしょうか ?『み
ずからかんがえる』は『水から考え』『自
ら考えて行動する』の２つをかけた言
葉です」「100 年後の水は一人では守
れません。日々守ることと、人に広め
ていくことで 100 年後に繋がります」
と橋本さん。
　世界の水問題については、蛇口をひ
ねれば水が出る私たちの生活には関係
のないことと捉えてしまいがちですが、
水は、全ての生き物にとって必要です。
水のありがたさを実感し、後世にきれ
いな水を残すために行動していきたい
と思いました。　　  組織部　茂野芽衣

日本水大賞受賞記念フォーラム
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　５月 26 日、船橋市海神公民館にて
山口県から（株）秋川牧園の佐藤尚志
さんを招き、鶏肉学習会を開催。17
人が参加しました。
　ローストチキンを自宅でもおいしく
つくる方法を聞き、丁寧な下準備を見
て、オーブンに入れ、学習会スタート。
　「国産鶏種『はりま』の特長として
うま味のイノシン酸が生成するよう飼
育日数を長く、エサの原料はNON-
GM穀物用米、日光が差し込む鶏舎で
のびのび育てています。日本の鶏肉

は 60％が輸入。国産と表示していて
も、雛を輸入して育てるケースが多い
です」「はりまの一番の特長は、鶏種
が３世代前までわかり生産履歴がたど
れることです」と佐藤さん。
　「口に入るものは間違ってはいけな
い」「よい人生によい食べ物」という
秋川牧園の社長の考え方、取り組みが
心に響きました。　
　学習会の後は、ローストチキン、活
動サポーター作の手羽元のさっぱり煮
やサラダなど、みんなで舌つづみ。

　生産者の想いを聞き、安全なものを
つくって頂いていることに改めて感謝
しました。デポー浦安のリニューアル
イベントにも来所予定。お話を聞いて
みませんか。　   運営委員　小川安由美

（8）コルザ 2017 年７月号 No.384

ブロック活動ファイル

　５月 16 日、「NPO法人せっけんの
街」手賀沼工場を見学しました。
　では、右の写真をご覧ください。こ
れはブラックライトを当てた２つの肉
まんです。左の肉まんに色がついてい
ます（カラー写真では青白く光ってい
ます）がなぜだかおわかりですか？
　ところで、真っ白な Tシャツ・紙・
レースのカーテン…。私たちの身の回
りにある真っ白なものの多くには、「蛍
光増白剤」が入っています。真っ白に
洗い上げるのを謳い文句にした合成洗

剤にも入っています。さて、写真のた
ね明かしですが、左の肉まんは合成洗
剤（蛍光増白剤入り）で洗ったふきん
を使い、蒸した肉まんです。ふきんに
残留した蛍光増白剤が肉まんにも付着
するとは？！衝撃の事実でした。
　以前は各地域にせっけん委員会があ
り、組合員にとって、せっけんはとて
も身近な存在だったそうです。今は気
軽に情報交換ができる場が少なくなり、
せっけん利用者がずいぶん減ったとの
こと。「もしせっけんに興味があれば、

いつでもどこでも喜んでお話をしに行
きますよ。工場見学も大歓迎！」とせっ
けんの街のスタッフの皆さん。
　今回は、大釜でせっけんを焚いて、
それを粉にして袋詰めにするという一
連の作業工程も見学することができま
した。とても貴重な体験でした。

運営委員　古在ゆき

　住みよい地域をつくることを目的に
さまざまな活動、学習会などを行って
いる「コミュニティゆう」と松戸ブロッ
クとの共催で、５月24日、新松戸の「コ
ミュニティサロン胡桃」にて、新松戸
地域包括支援センターの藤原美恵子さ
んを招き、認知症サポーター養成講座
を開催しました
　参加者は員外 3人を含む 10人。会
話のなかから、地域での市民活動で繋
がる方が集まっているのがわかり、さ
まざまな取り組みを知る良い機会にも

なりました。
　最初に「認知症は誰でもなる可能
性があり、現在日本の認知症の推計
数 462 万人、認知症予備軍の推計数
400 万人」と聞き、その数字の大き
さに自分自身や家族を重ねて不安に…。
実例を聞きながら、認知症は本人が一
番つらいこと、周囲の人が不安な気持
ちに寄り添い、さりげなく見守る環境
をつくることがいかに大切かというこ
とを学習しました。
　感想は「実際に家族が認知症となる

と穏やかな気持ちで
は接することが難し
い」「サポーターとし
て何ができるか不安」
など率直な意見が出ましたが、皆さん
一様に接し方の実例をもっと知るス
テップアップ講座を受けてみたいと前
向きでした。
　まずは知ることが第一歩。講座はあ
なたの地域でも無料で開催できます。
センター松戸まで問合わせください。
　　　    　　　運営委員長　田端知江

認知症サポーター養成講座

鶏肉学習会

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！楽しいお知らせ満載です！

「せっけんの街」見学

＊デポーおおたかの森の建設のようすやイベントなどは、
ミニ特集（6ページ）でお知らせしています。柏ブロッ
クのfacebookでは、タイムリーなお知らせを配信中です。

光る肉まん↓

オレンジのロバが目印。サポー
ターはオレンジリングを携帯 →   

鶏肉のチューリップのつくり方は、HPの動画にUP中です。生活クラブ連合会 ビオサポ 手羽元 チューリップ で検索。
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　５月 26 日、（株）平田牧場の門脇
公介さんを招いてミレニアムセンター
佐倉で豚肉学習会を開催、参加者は
47人でした。
　生活クラブといえば、平田牧場の豚
肉！というくらい、そのおいしさに多
くの組合員が感動しています。
　では、なぜおいしいのか？大きく分
けると①育つ環境 ②育てる日数 ③エ
サが違うということです。遺伝子組み
換えや収穫後農薬散布されていない原
料がブレンドされたエサだから、味に

違いが出るのだそうです！
　そんなおいしい豚肉なのに、利用
が減っています。「特にブロック肉を
活用して欲しい。ひき肉はいろいろな
料理に活用できるので利用が多い。部
位バランスを保つためにもこれからも
利用を続けて欲しい」と門脇さん。そ
の後、豚肉の半身を手際よく部位ごと
に分けながら説明が入ります。この「解
体」は滅多に見られないので、皆、釘
付けになり、熱心に見入っていました。
切り分けられた豚肉は焼肉に、その他

ソース豚や
ローストポー
クなど、簡単にできる豚肉のメニュー
も提案しました。豚に関する知識を学
び、いつもより感謝して食べました。
これからも安全でおいしい豚肉を、生
産者に安心してつくり続けてもらえる
ように、組合員皆で食べることで応援
していきましょう !

運営委員　松島　梢

コルザ 2017 年 ７月号No.384（9）

ブロック活動ファイル

　５月 18 日、コミュニティカフェ＆
春のつどいを開催。会場近隣で活動す
るコミュニティのメンバーが集まって、
意見や情報の交換をしました。
 生活クラブの活動についての話しや、
夏のギフト紹介を兼ねた試食会も行い
ました。「お気に入りのギフトや消費
材」をテーマに自己紹介。消費材を食
べた感想を聞いて盛り上がり、夏のギ
フトへの関心が高まりました。そして、
生活クラブの消費材は、おいしいだけ
でなく、安心でリーズナブルだという

ことを再認識しました。
　各コミュニティの活動状況などにつ
いてメンバー同士の話しもでき、なか
には製作物を身に着けたり、持参した
りしたコミュニティもあり、会って情
報交換ができるのがコミュニティカ
フェの魅力だと思いました。
　今回は、組合員でない方も含めて
14 人が参加し、とても賑やかな会に
なりました。ギフトの「平牧金華豚炙
り豚丼」の味付けが「ちょうどいい！
つゆだくにしても辛くない」と試食も

好評でした。
　春と秋のつどいは、生活クラブのさ
まざまな活動を知り、参加者同士の楽
しいおしゃべりの場でもあります。

　　　　運営委員　杉浦麻衣

千葉ブロック コミュニティカフェ in 八千代

　５月 20・21 日、センター市原で開
催した展示会で、流しそうめんをしま
した。
　両日とも晴天に恵まれ、合計 74 人
が初夏の流しそうめんを楽しみました。
夏ギフトのそうめんの他に、ミニトマ
ト、おさかなソーセージ、うずらのゆ
で卵、きゅうり、みかん缶、パイン缶
などが流れる流れる～！
　角度を工夫して、流れの速いエリア
とゆっくりのエリアをつくりました。
それでも思ったより早く流れるので、

皆さん必死。小さなお子さんは、家庭
用の卓上流しそうめん器でのんびり楽
しく。そうめんや万能つゆのおいしさ
に気付く方も多く、夏に向けて利用促
進効果も期待できそうです。
　今回の展示会は、スーツの出展社が
最後（以降、別出展社予定）であったり、
最近認知度が上がっているランドセル
の買い時であることもあり、たくさん
の方が来場し、売り上げも目標を達成
することができました。（目標 180 万
円、実績 232 万円）

　スタッフは大忙しでしたが、清々し
く充実した展示会となりました。  

 運営委員　鶴来亜矢乃

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

豚肉学習会！

初夏の流しそうめん
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　５月 26 日、船橋市海神公民館にて
山口県から（株）秋川牧園の佐藤尚志
さんを招き、鶏肉学習会を開催。17
人が参加しました。
　ローストチキンを自宅でもおいしく
つくる方法を聞き、丁寧な下準備を見
て、オーブンに入れ、学習会スタート。
　「国産鶏種『はりま』の特長として
うま味のイノシン酸が生成するよう飼
育日数を長く、エサの原料はNON-
GM穀物用米、日光が差し込む鶏舎で
のびのび育てています。日本の鶏肉

は 60％が輸入。国産と表示していて
も、雛を輸入して育てるケースが多い
です」「はりまの一番の特長は、鶏種
が３世代前までわかり生産履歴がたど
れることです」と佐藤さん。
　「口に入るものは間違ってはいけな
い」「よい人生によい食べ物」という
秋川牧園の社長の考え方、取り組みが
心に響きました。　
　学習会の後は、ローストチキン、活
動サポーター作の手羽元のさっぱり煮
やサラダなど、みんなで舌つづみ。

　生産者の想いを聞き、安全なものを
つくって頂いていることに改めて感謝
しました。デポー浦安のリニューアル
イベントにも来所予定。お話を聞いて
みませんか。　   運営委員　小川安由美

（8）コルザ 2017 年７月号 No.384

ブロック活動ファイル

　５月 16 日、「NPO法人せっけんの
街」手賀沼工場を見学しました。
　では、右の写真をご覧ください。こ
れはブラックライトを当てた２つの肉
まんです。左の肉まんに色がついてい
ます（カラー写真では青白く光ってい
ます）がなぜだかおわかりですか？
　ところで、真っ白な Tシャツ・紙・
レースのカーテン…。私たちの身の回
りにある真っ白なものの多くには、「蛍
光増白剤」が入っています。真っ白に
洗い上げるのを謳い文句にした合成洗

剤にも入っています。さて、写真のた
ね明かしですが、左の肉まんは合成洗
剤（蛍光増白剤入り）で洗ったふきん
を使い、蒸した肉まんです。ふきんに
残留した蛍光増白剤が肉まんにも付着
するとは？！衝撃の事実でした。
　以前は各地域にせっけん委員会があ
り、組合員にとって、せっけんはとて
も身近な存在だったそうです。今は気
軽に情報交換ができる場が少なくなり、
せっけん利用者がずいぶん減ったとの
こと。「もしせっけんに興味があれば、

いつでもどこでも喜んでお話をしに行
きますよ。工場見学も大歓迎！」とせっ
けんの街のスタッフの皆さん。
　今回は、大釜でせっけんを焚いて、
それを粉にして袋詰めにするという一
連の作業工程も見学することができま
した。とても貴重な体験でした。

運営委員　古在ゆき

　住みよい地域をつくることを目的に
さまざまな活動、学習会などを行って
いる「コミュニティゆう」と松戸ブロッ
クとの共催で、５月24日、新松戸の「コ
ミュニティサロン胡桃」にて、新松戸
地域包括支援センターの藤原美恵子さ
んを招き、認知症サポーター養成講座
を開催しました
　参加者は員外 3人を含む 10人。会
話のなかから、地域での市民活動で繋
がる方が集まっているのがわかり、さ
まざまな取り組みを知る良い機会にも

なりました。
　最初に「認知症は誰でもなる可能
性があり、現在日本の認知症の推計
数 462 万人、認知症予備軍の推計数
400 万人」と聞き、その数字の大き
さに自分自身や家族を重ねて不安に…。
実例を聞きながら、認知症は本人が一
番つらいこと、周囲の人が不安な気持
ちに寄り添い、さりげなく見守る環境
をつくることがいかに大切かというこ
とを学習しました。
　感想は「実際に家族が認知症となる

と穏やかな気持ちで
は接することが難し
い」「サポーターとし
て何ができるか不安」
など率直な意見が出ましたが、皆さん
一様に接し方の実例をもっと知るス
テップアップ講座を受けてみたいと前
向きでした。
　まずは知ることが第一歩。講座はあ
なたの地域でも無料で開催できます。
センター松戸まで問合わせください。
　　　    　　　運営委員長　田端知江

認知症サポーター養成講座

鶏肉学習会

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！楽しいお知らせ満載です！

「せっけんの街」見学

＊デポーおおたかの森の建設のようすやイベントなどは、
ミニ特集（6ページ）でお知らせしています。柏ブロッ
クのfacebookでは、タイムリーなお知らせを配信中です。

光る肉まん↓

オレンジのロバが目印。サポー
ターはオレンジリングを携帯 →   

鶏肉のチューリップのつくり方は、HPの動画にUP中です。生活クラブ連合会 ビオサポ 手羽元 チューリップ で検索。
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　５月 26 日、（株）平田牧場の門脇
公介さんを招いてミレニアムセンター
佐倉で豚肉学習会を開催、参加者は
47人でした。
　生活クラブといえば、平田牧場の豚
肉！というくらい、そのおいしさに多
くの組合員が感動しています。
　では、なぜおいしいのか？大きく分
けると①育つ環境 ②育てる日数 ③エ
サが違うということです。遺伝子組み
換えや収穫後農薬散布されていない原
料がブレンドされたエサだから、味に

違いが出るのだそうです！
　そんなおいしい豚肉なのに、利用
が減っています。「特にブロック肉を
活用して欲しい。ひき肉はいろいろな
料理に活用できるので利用が多い。部
位バランスを保つためにもこれからも
利用を続けて欲しい」と門脇さん。そ
の後、豚肉の半身を手際よく部位ごと
に分けながら説明が入ります。この「解
体」は滅多に見られないので、皆、釘
付けになり、熱心に見入っていました。
切り分けられた豚肉は焼肉に、その他

ソース豚や
ローストポー
クなど、簡単にできる豚肉のメニュー
も提案しました。豚に関する知識を学
び、いつもより感謝して食べました。
これからも安全でおいしい豚肉を、生
産者に安心してつくり続けてもらえる
ように、組合員皆で食べることで応援
していきましょう !

運営委員　松島　梢

コルザ 2017 年 ７月号No.384（9）

ブロック活動ファイル

　５月 18 日、コミュニティカフェ＆
春のつどいを開催。会場近隣で活動す
るコミュニティのメンバーが集まって、
意見や情報の交換をしました。
 生活クラブの活動についての話しや、
夏のギフト紹介を兼ねた試食会も行い
ました。「お気に入りのギフトや消費
材」をテーマに自己紹介。消費材を食
べた感想を聞いて盛り上がり、夏のギ
フトへの関心が高まりました。そして、
生活クラブの消費材は、おいしいだけ
でなく、安心でリーズナブルだという

ことを再認識しました。
　各コミュニティの活動状況などにつ
いてメンバー同士の話しもでき、なか
には製作物を身に着けたり、持参した
りしたコミュニティもあり、会って情
報交換ができるのがコミュニティカ
フェの魅力だと思いました。
　今回は、組合員でない方も含めて
14 人が参加し、とても賑やかな会に
なりました。ギフトの「平牧金華豚炙
り豚丼」の味付けが「ちょうどいい！
つゆだくにしても辛くない」と試食も

好評でした。
　春と秋のつどいは、生活クラブのさ
まざまな活動を知り、参加者同士の楽
しいおしゃべりの場でもあります。

　　　　運営委員　杉浦麻衣

千葉ブロック コミュニティカフェ in 八千代

　５月 20・21 日、センター市原で開
催した展示会で、流しそうめんをしま
した。
　両日とも晴天に恵まれ、合計 74 人
が初夏の流しそうめんを楽しみました。
夏ギフトのそうめんの他に、ミニトマ
ト、おさかなソーセージ、うずらのゆ
で卵、きゅうり、みかん缶、パイン缶
などが流れる流れる～！
　角度を工夫して、流れの速いエリア
とゆっくりのエリアをつくりました。
それでも思ったより早く流れるので、

皆さん必死。小さなお子さんは、家庭
用の卓上流しそうめん器でのんびり楽
しく。そうめんや万能つゆのおいしさ
に気付く方も多く、夏に向けて利用促
進効果も期待できそうです。
　今回の展示会は、スーツの出展社が
最後（以降、別出展社予定）であったり、
最近認知度が上がっているランドセル
の買い時であることもあり、たくさん
の方が来場し、売り上げも目標を達成
することができました。（目標 180 万
円、実績 232 万円）

　スタッフは大忙しでしたが、清々し
く充実した展示会となりました。  

 運営委員　鶴来亜矢乃

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

豚肉学習会！

初夏の流しそうめん
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　５月 26 日、船橋市海神公民館にて
山口県から（株）秋川牧園の佐藤尚志
さんを招き、鶏肉学習会を開催。17
人が参加しました。
　ローストチキンを自宅でもおいしく
つくる方法を聞き、丁寧な下準備を見
て、オーブンに入れ、学習会スタート。
　「国産鶏種『はりま』の特長として
うま味のイノシン酸が生成するよう飼
育日数を長く、エサの原料はNON-
GM穀物用米、日光が差し込む鶏舎で
のびのび育てています。日本の鶏肉

は 60％が輸入。国産と表示していて
も、雛を輸入して育てるケースが多い
です」「はりまの一番の特長は、鶏種
が３世代前までわかり生産履歴がたど
れることです」と佐藤さん。
　「口に入るものは間違ってはいけな
い」「よい人生によい食べ物」という
秋川牧園の社長の考え方、取り組みが
心に響きました。　
　学習会の後は、ローストチキン、活
動サポーター作の手羽元のさっぱり煮
やサラダなど、みんなで舌つづみ。

　生産者の想いを聞き、安全なものを
つくって頂いていることに改めて感謝
しました。デポー浦安のリニューアル
イベントにも来所予定。お話を聞いて
みませんか。　   運営委員　小川安由美
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ブロック活動ファイル

　５月 16 日、「NPO法人せっけんの
街」手賀沼工場を見学しました。
　では、右の写真をご覧ください。こ
れはブラックライトを当てた２つの肉
まんです。左の肉まんに色がついてい
ます（カラー写真では青白く光ってい
ます）がなぜだかおわかりですか？
　ところで、真っ白な Tシャツ・紙・
レースのカーテン…。私たちの身の回
りにある真っ白なものの多くには、「蛍
光増白剤」が入っています。真っ白に
洗い上げるのを謳い文句にした合成洗

剤にも入っています。さて、写真のた
ね明かしですが、左の肉まんは合成洗
剤（蛍光増白剤入り）で洗ったふきん
を使い、蒸した肉まんです。ふきんに
残留した蛍光増白剤が肉まんにも付着
するとは？！衝撃の事実でした。
　以前は各地域にせっけん委員会があ
り、組合員にとって、せっけんはとて
も身近な存在だったそうです。今は気
軽に情報交換ができる場が少なくなり、
せっけん利用者がずいぶん減ったとの
こと。「もしせっけんに興味があれば、

いつでもどこでも喜んでお話をしに行
きますよ。工場見学も大歓迎！」とせっ
けんの街のスタッフの皆さん。
　今回は、大釜でせっけんを焚いて、
それを粉にして袋詰めにするという一
連の作業工程も見学することができま
した。とても貴重な体験でした。

運営委員　古在ゆき

　住みよい地域をつくることを目的に
さまざまな活動、学習会などを行って
いる「コミュニティゆう」と松戸ブロッ
クとの共催で、５月24日、新松戸の「コ
ミュニティサロン胡桃」にて、新松戸
地域包括支援センターの藤原美恵子さ
んを招き、認知症サポーター養成講座
を開催しました
　参加者は員外 3人を含む 10人。会
話のなかから、地域での市民活動で繋
がる方が集まっているのがわかり、さ
まざまな取り組みを知る良い機会にも

なりました。
　最初に「認知症は誰でもなる可能
性があり、現在日本の認知症の推計
数 462 万人、認知症予備軍の推計数
400 万人」と聞き、その数字の大き
さに自分自身や家族を重ねて不安に…。
実例を聞きながら、認知症は本人が一
番つらいこと、周囲の人が不安な気持
ちに寄り添い、さりげなく見守る環境
をつくることがいかに大切かというこ
とを学習しました。
　感想は「実際に家族が認知症となる

と穏やかな気持ちで
は接することが難し
い」「サポーターとし
て何ができるか不安」
など率直な意見が出ましたが、皆さん
一様に接し方の実例をもっと知るス
テップアップ講座を受けてみたいと前
向きでした。
　まずは知ることが第一歩。講座はあ
なたの地域でも無料で開催できます。
センター松戸まで問合わせください。
　　　    　　　運営委員長　田端知江

認知症サポーター養成講座

鶏肉学習会

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！楽しいお知らせ満載です！

「せっけんの街」見学

＊デポーおおたかの森の建設のようすやイベントなどは、
ミニ特集（6ページ）でお知らせしています。柏ブロッ
クのfacebookでは、タイムリーなお知らせを配信中です。

光る肉まん↓

オレンジのロバが目印。サポー
ターはオレンジリングを携帯 →   

鶏肉のチューリップのつくり方は、HPの動画にUP中です。生活クラブ連合会 ビオサポ 手羽元 チューリップ で検索。
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　５月 26 日、（株）平田牧場の門脇
公介さんを招いてミレニアムセンター
佐倉で豚肉学習会を開催、参加者は
47人でした。
　生活クラブといえば、平田牧場の豚
肉！というくらい、そのおいしさに多
くの組合員が感動しています。
　では、なぜおいしいのか？大きく分
けると①育つ環境 ②育てる日数 ③エ
サが違うということです。遺伝子組み
換えや収穫後農薬散布されていない原
料がブレンドされたエサだから、味に

違いが出るのだそうです！
　そんなおいしい豚肉なのに、利用
が減っています。「特にブロック肉を
活用して欲しい。ひき肉はいろいろな
料理に活用できるので利用が多い。部
位バランスを保つためにもこれからも
利用を続けて欲しい」と門脇さん。そ
の後、豚肉の半身を手際よく部位ごと
に分けながら説明が入ります。この「解
体」は滅多に見られないので、皆、釘
付けになり、熱心に見入っていました。
切り分けられた豚肉は焼肉に、その他

ソース豚や
ローストポー
クなど、簡単にできる豚肉のメニュー
も提案しました。豚に関する知識を学
び、いつもより感謝して食べました。
これからも安全でおいしい豚肉を、生
産者に安心してつくり続けてもらえる
ように、組合員皆で食べることで応援
していきましょう !

運営委員　松島　梢
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ブロック活動ファイル

　５月 18 日、コミュニティカフェ＆
春のつどいを開催。会場近隣で活動す
るコミュニティのメンバーが集まって、
意見や情報の交換をしました。
 生活クラブの活動についての話しや、
夏のギフト紹介を兼ねた試食会も行い
ました。「お気に入りのギフトや消費
材」をテーマに自己紹介。消費材を食
べた感想を聞いて盛り上がり、夏のギ
フトへの関心が高まりました。そして、
生活クラブの消費材は、おいしいだけ
でなく、安心でリーズナブルだという

ことを再認識しました。
　各コミュニティの活動状況などにつ
いてメンバー同士の話しもでき、なか
には製作物を身に着けたり、持参した
りしたコミュニティもあり、会って情
報交換ができるのがコミュニティカ
フェの魅力だと思いました。
　今回は、組合員でない方も含めて
14 人が参加し、とても賑やかな会に
なりました。ギフトの「平牧金華豚炙
り豚丼」の味付けが「ちょうどいい！
つゆだくにしても辛くない」と試食も

好評でした。
　春と秋のつどいは、生活クラブのさ
まざまな活動を知り、参加者同士の楽
しいおしゃべりの場でもあります。

　　　　運営委員　杉浦麻衣

千葉ブロック コミュニティカフェ in 八千代

　５月 20・21 日、センター市原で開
催した展示会で、流しそうめんをしま
した。
　両日とも晴天に恵まれ、合計 74 人
が初夏の流しそうめんを楽しみました。
夏ギフトのそうめんの他に、ミニトマ
ト、おさかなソーセージ、うずらのゆ
で卵、きゅうり、みかん缶、パイン缶
などが流れる流れる～！
　角度を工夫して、流れの速いエリア
とゆっくりのエリアをつくりました。
それでも思ったより早く流れるので、

皆さん必死。小さなお子さんは、家庭
用の卓上流しそうめん器でのんびり楽
しく。そうめんや万能つゆのおいしさ
に気付く方も多く、夏に向けて利用促
進効果も期待できそうです。
　今回の展示会は、スーツの出展社が
最後（以降、別出展社予定）であったり、
最近認知度が上がっているランドセル
の買い時であることもあり、たくさん
の方が来場し、売り上げも目標を達成
することができました。（目標 180 万
円、実績 232 万円）

　スタッフは大忙しでしたが、清々し
く充実した展示会となりました。  

 運営委員　鶴来亜矢乃

千葉ブロック千葉ブロック

佐倉ブロック

市原ブロック

豚肉学習会！

初夏の流しそうめん
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生活クラブ千葉グループは、県内の生活クラブ関連９団体の

総合力で地域社会をより住みよく暮らしやすくするために社

会問題の解決とコミュニティの再生に寄与します。

生活クラブ風の村

　あなたの尊厳を守ります。

　【事業本部】佐倉市王子台 1-28-8 ちばぎん臼井ビル４階

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

　デイサービスセンター新松戸は、
NPO法人が運営されていたものを、
生活クラブ風の村が引き継ぎ、４月
１日にスタートしました。
　デイサービスセンター新松戸の特
徴は、趣味活動を生かした手作業、
陶芸、麻雀、歌、ヨガ、脳トレ、お
菓子づくりやお茶会、季節を感じて
いただくための外出レクリエ―ショ
ン、買い物ツアー、食事会等々、日々
のプログラム満載です。ご利用者の
誰もが先生になることができ、自分
の役割を持って自主的に動かれるこ

とを支援しています。
　NPO法人の時のスタッフだけで
なく、ご利用者の方々にも残ってい
ただきました。これまでに培われた
デイサービスの良さを損なわず、「生
活クラブ風の村」の新しい風を入れ
て融合することで、さらにご利用者
に「楽しい」、「また行きたい」と思っ
ていただき、「元気になって笑顔が
増える」デイサービスづくりに取り
組んでいきたいと思います。
　皆さまに末永く愛されるよう、職
員一同がんばって参ります。ぜひ見

学にいらしてください。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　　生活クラブ風の村
　　デイサービスセンター新松戸
　　　　　　　　　　　所長　寺本博子

問い合わせ　　 tel ：047-346-0611
　　〒 270-0034　松戸市新松戸 6-32 

「生活クラブ風の村デイサービスセンター新松戸」オープン！

第２おおぞら学童スタート！

　４月１日、流山小学校の隣接地に
児童59人と支援員５人の学童保育、
第２おおぞら学童の生活がスタート
しました。昨年度まで子どもたちは、
100人を超す大所帯のなかで過ごし
てきました。第１・第２に分かれた
ことで、よりしっかり、一人ひとり
と向き合いながら、放課後の時間を
過ごしたいと思います。
　「ただいまー！」「おかえりー！」
子どもたちの元気な声で第２おおぞ
ら学童は始まります。「宿題が多く
て嫌だなぁ」「今日はじめて逆上が
りができたよ！」「学校で友だちと
けんかしちゃった…」。それぞれの
思いを持って学童に帰ってくる子ど
もたち。その思いをしっかりと受け
止め、寄り添いながら子どもたちと

過ごすのが私たち支援員の役割です。
そのためにも、普段の子どもたちの
ようすを注意深く見守るように心が
けています。時には自分の思いが相
手に伝わらずけんかになったり、悲
しい気持ちを抱えたまま部屋のすみ
に一人ぼっちでいる子どもの姿が見
られることも。そのような時、おお
ぞら学童では、子どもの思いをしっ
かり聞いたうえで、子どもたち同士
で解決できることは時間をかけて納

得のいくまで話し合っ
てもらうようにしてい
ます。
　2階建ての建物での
保育という点で、階段
や窓などの危険箇所も
増えて不安もありまし
たが、子どもたちの順
応性は見事で、ちゃん

とルールを守り大きな事故やけがも
なく、毎日笑顔でのびのび過ごして
います。今後も子どもたちの成長を
しっかり見守り、子どもたちにとっ
て居心地の良い場所であり続けるよ
う尽力していきます。
　　第２おおぞら学童　主任　高原　豊

問い合わせ　　tel：04-7159-1980
　　〒 270-0164　流山市流山 4-410-2
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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

  

  

  

多世代交流拠点 おおなみこなみ、ご利用ください！

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

私たちは、暮らしやすい地域づくりの
ために、ボランティア・子育て・障が
い者・地域交流の支援、生活支援など、
さまざまな事業に取り組んでいます。
私たちは、一人ひとりの暮らしを大切
にしています。

 福祉サービス第三者評価調査員を募集しています！

夏休み、千葉工大生と思いっきり学ぼう！遊ぼう！ 

千葉工業大学鎌田研究室のお兄さんお姉さんたちと、夏休みの一日を楽しもう！

「評価調査員」の仕事は…
特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・デイサービス
センター・訪問介護事業所・保育所・障害者児施設な
どの福祉サービス事業所を訪問して、第三者の目でサー
ビスの質の評価をすることです。
● 具体的な業務 
利用者アンケートなどの事前資料を熟読し、実際に　
施設を訪問してサービスの質の評価をします ｡
・評価項目に沿って管理者などにインタビューする ｡
・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 ｡
・資料や記録で運営状況を見る。
● 主な訪問先  　　　    　

認知症対応型協同生活介護 ( 通称グループホーム ) が
中心です。
● 業務の時期　　　　　　　
調査評価は毎年 10 月頃から始まり、特に年度末（２～
３月）に集中する傾向があります。
● その他 　　　　　　　　
・第三者評価調査員になるためには千葉県が定める研修       
   を受講する必要があります（全 6 日間）。
・保育士資格をお持ちの方（保育所の第三者評価が努力
   義務となっているため）、男性も大歓迎です。
・資格要件等がありますので、詳しくは
   お問い合わせください。

VAIC-CCI は千葉県が認証した評価機関です。

差し替

多世代交流拠点おおなみこなみ

千葉市花見川区検見川町 3丁目 159-2
京成検見川駅徒歩12分・JR新検見川駅徒歩15分
　tel：070-2157-1673
　e-mail：ohnamikonami2014@gmail.com
オープン時間：火・金曜10：30～17：00
　　　　　　  水・木曜13：00～17：00
☆子どもたちが自由に遊べる
　　　　　　　　「おやこカフェけみがわ」
　絵本 300 冊・おもちゃ・ミニテーブルあり
☆福祉事業所の物品やリサイクル衣料品を販売
☆福祉事業所のパン販売　
　　第 1・3火曜、第 2・4金曜
☆生活クラブ生協の移動販売　
　　毎週金曜 12：30 頃

午前中は夏休みの宿題や自由研究をサポートします。自分が勉強したいと
思うこと、教えてもらいたいと思うものを持ってきてください。
お昼ご飯はみんなで一緒に食べます。午後は遊びのプログラムがいっぱい。

日時：7/24（月）、7/25（火）、8/22（火）、8/23（水）　
          10：00 ～ 14：30
場所：多世代交流拠点おおなみこなみ
対象：小学生
定員：各回 15 人（要申込）
参加費：300 円／回（昼食代）
申し込み・問い合わせ：おおなみこなみ　
　　tel：070-2157-1673　　
　　e-mail：ohnamikonami2014@gmail.com

  

  

「評価調査員」の仕事は…
特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・デイサービス
センター・訪問介護事業所・保育所・障害者児施設な
どの福祉サービス事業所を訪問して、第三者の目でサー
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（10）コルザ 2017 年７月号 No.384

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 

　デイサービスセンター新松戸は、
NPO法人が運営されていたものを、
生活クラブ風の村が引き継ぎ、４月
１日にスタートしました。
　デイサービスセンター新松戸の特
徴は、趣味活動を生かした手作業、
陶芸、麻雀、歌、ヨガ、脳トレ、お
菓子づくりやお茶会、季節を感じて
いただくための外出レクリエ―ショ
ン、買い物ツアー、食事会等々、日々
のプログラム満載です。ご利用者の
誰もが先生になることができ、自分
の役割を持って自主的に動かれるこ

とを支援しています。
　NPO法人の時のスタッフだけで
なく、ご利用者の方々にも残ってい
ただきました。これまでに培われた
デイサービスの良さを損なわず、「生
活クラブ風の村」の新しい風を入れ
て融合することで、さらにご利用者
に「楽しい」、「また行きたい」と思っ
ていただき、「元気になって笑顔が
増える」デイサービスづくりに取り
組んでいきたいと思います。
　皆さまに末永く愛されるよう、職
員一同がんばって参ります。ぜひ見

学にいらしてください。どうぞよろ
しくお願いいたします。
　　生活クラブ風の村
　　デイサービスセンター新松戸
　　　　　　　　　　　所長　寺本博子

問い合わせ　　 tel ：047-346-0611
　　〒 270-0034　松戸市新松戸 6-32 

「生活クラブ風の村デイサービスセンター新松戸」オープン！

第２おおぞら学童スタート！

　４月１日、流山小学校の隣接地に
児童59人と支援員５人の学童保育、
第２おおぞら学童の生活がスタート
しました。昨年度まで子どもたちは、
100人を超す大所帯のなかで過ごし
てきました。第１・第２に分かれた
ことで、よりしっかり、一人ひとり
と向き合いながら、放課後の時間を
過ごしたいと思います。
　「ただいまー！」「おかえりー！」
子どもたちの元気な声で第２おおぞ
ら学童は始まります。「宿題が多く
て嫌だなぁ」「今日はじめて逆上が
りができたよ！」「学校で友だちと
けんかしちゃった…」。それぞれの
思いを持って学童に帰ってくる子ど
もたち。その思いをしっかりと受け
止め、寄り添いながら子どもたちと

過ごすのが私たち支援員の役割です。
そのためにも、普段の子どもたちの
ようすを注意深く見守るように心が
けています。時には自分の思いが相
手に伝わらずけんかになったり、悲
しい気持ちを抱えたまま部屋のすみ
に一人ぼっちでいる子どもの姿が見
られることも。そのような時、おお
ぞら学童では、子どもの思いをしっ
かり聞いたうえで、子どもたち同士
で解決できることは時間をかけて納

得のいくまで話し合っ
てもらうようにしてい
ます。
　2階建ての建物での
保育という点で、階段
や窓などの危険箇所も
増えて不安もありまし
たが、子どもたちの順
応性は見事で、ちゃん

とルールを守り大きな事故やけがも
なく、毎日笑顔でのびのび過ごして
います。今後も子どもたちの成長を
しっかり見守り、子どもたちにとっ
て居心地の良い場所であり続けるよ
う尽力していきます。
　　第２おおぞら学童　主任　高原　豊

問い合わせ　　tel：04-7159-1980
　　〒 270-0164　流山市流山 4-410-2

1707⑩⑪ちばＧ　2.indd   3 2017/06/15   13:30:28

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

  

  

  

多世代交流拠点 おおなみこなみ、ご利用ください！

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

私たちは、暮らしやすい地域づくりの
ために、ボランティア・子育て・障が
い者・地域交流の支援、生活支援など、
さまざまな事業に取り組んでいます。
私たちは、一人ひとりの暮らしを大切
にしています。

 福祉サービス第三者評価調査員を募集しています！

夏休み、千葉工大生と思いっきり学ぼう！遊ぼう！ 

千葉工業大学鎌田研究室のお兄さんお姉さんたちと、夏休みの一日を楽しもう！

「評価調査員」の仕事は…
特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・デイサービス
センター・訪問介護事業所・保育所・障害者児施設な
どの福祉サービス事業所を訪問して、第三者の目でサー
ビスの質の評価をすることです。
● 具体的な業務 
利用者アンケートなどの事前資料を熟読し、実際に　
施設を訪問してサービスの質の評価をします ｡
・評価項目に沿って管理者などにインタビューする ｡
・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 ｡
・資料や記録で運営状況を見る。
● 主な訪問先  　　　    　

認知症対応型協同生活介護 ( 通称グループホーム ) が
中心です。
● 業務の時期　　　　　　　
調査評価は毎年 10 月頃から始まり、特に年度末（２～
３月）に集中する傾向があります。
● その他 　　　　　　　　
・第三者評価調査員になるためには千葉県が定める研修       
   を受講する必要があります（全 6 日間）。
・保育士資格をお持ちの方（保育所の第三者評価が努力
   義務となっているため）、男性も大歓迎です。
・資格要件等がありますので、詳しくは
   お問い合わせください。

VAIC-CCI は千葉県が認証した評価機関です。

差し替

多世代交流拠点おおなみこなみ

千葉市花見川区検見川町 3丁目 159-2
京成検見川駅徒歩12分・JR新検見川駅徒歩15分
　tel：070-2157-1673
　e-mail：ohnamikonami2014@gmail.com
オープン時間：火・金曜10：30～17：00
　　　　　　  水・木曜13：00～17：00
☆子どもたちが自由に遊べる
　　　　　　　　「おやこカフェけみがわ」
　絵本 300 冊・おもちゃ・ミニテーブルあり
☆福祉事業所の物品やリサイクル衣料品を販売
☆福祉事業所のパン販売　
　　第 1・3火曜、第 2・4金曜
☆生活クラブ生協の移動販売　
　　毎週金曜 12：30 頃

午前中は夏休みの宿題や自由研究をサポートします。自分が勉強したいと
思うこと、教えてもらいたいと思うものを持ってきてください。
お昼ご飯はみんなで一緒に食べます。午後は遊びのプログラムがいっぱい。

日時：7/24（月）、7/25（火）、8/22（火）、8/23（水）　
          10：00 ～ 14：30
場所：多世代交流拠点おおなみこなみ
対象：小学生
定員：各回 15 人（要申込）
参加費：300 円／回（昼食代）
申し込み・問い合わせ：おおなみこなみ　
　　tel：070-2157-1673　　
　　e-mail：ohnamikonami2014@gmail.com

  

  

「評価調査員」の仕事は…
特別養護老人ホーム・有料老人ホーム・デイサービス
センター・訪問介護事業所・保育所・障害者児施設な
どの福祉サービス事業所を訪問して、第三者の目でサー
ビスの質の評価をすることです。

  
ビスの質の評価をすることです。

  

           tel：043-290-8015（担当 : 澤村 )
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　ワーカーズコレクティブ千葉県連合会　第 18 回通常総会報告

　第 3次中期計画では、「社会ニー
ズに対応する新たな複合的サービス
の創設を図る」ことを掲げています。
　今後の事業展開の学習会として、

世田谷区で地域を基盤として生活者
の暮らしの必要を拾い、事業を起こ
している笑恵館の田名夢子さんのお
話を伺いました。
　「めったに会わない身内よりも気
心の知れた近所の他人とお付き合い
をしながら、住み慣れた街で人生を
全うすることが願い」と田名さん。
　10人程が入居できるアパートと、
地域の方々も利用できる食堂、パン
屋さんそして子育てサロンやミニデ
イサービスなどのできる部屋をつく

り、ここに集うすべての人たちと緩
やかな家族になりたいと考え、実現
した家です。過密都市での住宅不足・
空家利用の問題・一人住まいの不安・
終末期在宅ケアの問題などが解決さ
れる場になると言われています。
　「住み開き」や事業を考えている
方が、初めの一歩を踏み出すのは大
変です。
　今回の学習会は、新たな街づくり
への視点となりました。

設立支援部担当理事　江口敬子

（12）コルザ 2017 年７月号 No.384
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　ワーカーズ・コレクティブで暮らしをデザイン
　
　【住所】柏市十余二 380-97
　tel ＆ fax：04-7134-0072
　http://www.ac.auone-net.jp/~r11/wco.html  
　e-mail: wcochiba@s2.dion.ne.jp
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千葉県連合会

仲間とつくるクリエイティブで元気な事業

ワーカーズコレクティブ千葉県連合会

　5 月 24 日、生活クラブ虹の街
本部にてワーカーズコレクティブ
（W.Co) 千葉県連合会第 18 回総会
を開催しました。表決者 17 人を含
む約 40 人のW.Co と虹の街をはじ
めとした関連団体の皆さまにご臨席
いただきました。
　2017 年度からは、3年間の第 3
次中期計画が始まります。第 1次
中期計画が始まった６年前とは社会
の状況は刻々と変化していますが、
変わらないW.Co の姿は「住民主体
のコミュニティービジネスを興し、
持続可能な経済力と組織力を備えて、
社会の仕組みを変える第３の力にな
ること」です。

　今までも地域の課題を拾い、事業
のなかで解決してきた事柄は少なく
ありません。その力を個々の事業所
にとどめることなく、W.Co や関連
団体と複合的に繫がることで、拡大
していこうとしています。
　地域に開かれた店舗が「街の縁
側」の機能を備え、人の繫がりと職
業としてのスキルを活かしながら、
子育て世代・高齢者や障がい者、そ
して貧困格差問題に向けて、人に寄
り添った事業と活動を展開していく
ことを確認しました。組織的な課題
となる人員不足・次世代育成に向け
ては、子育て世代を新たに迎え入れ
るための具体的な方策で、継続性を

担保していきます。子育て・生活支
援・編集といった部門を中心とし
た、W.Co の設立をめざし、3年後
のW.Co事業所数120％を目標とし
ました。
　W.Co の社会化をめざし元気に仕
事と活動をしていきます。

　　　　　　
笑
しょうけいかん

恵館　とは　
　　　「笑いの絶えない恵みに満ちた家」

　　　　　　　　　　　　　　　　「人生終わり良ければ全て良しとなる家」

野田から鴨川まで全事業所が集まりました
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これからの「ユニバーサル就労」を考えるために…UWN ちば

　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

　　　

くらしのお金・家計のこと　ひとりで悩んでいませんか？

コルザ 2017 年７月号 No.384（13）

生活クラブ千葉グループからのお知らせ

くらしと家計の相談室

　生活再生・社会参加のための支援を通じて包摂型社会の実現をめざします。
　
　【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
　http://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

　生活クラブ虹の街は、生活相談・
家計再生支援貸付事業を行っていま
す。事業を始めるにあたり、組合員
全員を対象に「くらしのアンケート」
を行いました。お金や生活のトラ
ブルを経験したことがある人 33％、
その時だれにも相談しなかった人が
19％。病気などになれば生活困窮
になる可能性があり、相談先がない
組合員がいる状況がわかりました。

　６月１日、ユニバーサル就労ネッ
トワークちばの総会とミニシンポジ
ウム「働きづらさを抱える人が働く
ために」（写真）を開催しました。
　千葉市を拠点に支援を開始して２
年、生活困窮者自立支援制度の施行
や社会情勢の急速な変化により、支
援を希望する方々にも変化が出てき
ました。「ユニバーサル就労に興味
がある」という内容は徐々に減り、
「どこで支援を受けたらいいのか分
からなくて電話をした。どうしたら
良いのか」という声が多くなってき

ました。
　そのため2017年度は 1年間かけ
て、ユニバーサル就労ネットワーク
ちばが行う「ユニバーサル就労」を
見直し、計画を立てたいと考えてい
ます。
　その第一歩として、総会と同日に
ミニシンポジウム「働きづらさを抱
える人が働くために」を開催しま
した。当日は障害支援、LGBT支援、
触法者支援をされている方々を迎え
てパネルディスカッションを行いま
した。同じ支援でも立ち位置が変わ

るだけで見えている景色がここまで
違うという発見や、多様な人が働き
やすい、生きやすい環境・社会とは
どういう場所なのかといったことを
改めて見つめ直す時間となりました。
　総会を終え、いよいよ本格的に事
業スタートです。今年もスタッフ一
同、質の高い支援をめざして頑張り
ます。
　日々の支援のようすは、ホーム
ページ（uwnchiba）や faceboook
をご覧ください！

金融機関などから
お金を借りる前にまずは、相談を！

「ちょっとだけ、今回だけ、と少額が次第に
積もってしまったり、少しずつなら返せる
からとリボルビング払いを始めたら、利子
の返済に追われることになってしまったり
と想像外のしくみに初めて気がつくという
方が多いようです。ですから、お金を借り
る前にまずは、相談してみてください」と、
くらしと家計の相談室　庄妙子さん。
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（14）コルザ 2017 年７月号No.384

イベント・情報

田んぼの学校　稲刈り

９月９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　柴山　043-278-7693

ブロック企画

ベビー＆キッズマッサージ

７月 11日（火）10：30～ 13：00
センター松戸
定員 10組　参加費 300 円
担当：鈴木　047-385-4646
井戸端会議の包丁といで ランチしよう

７月 12日（水）10：00～ 12：30
デポー松葉町２階組合員室
参加費は当日の材料費
担当：児玉　04-7134-3801
子育てサロン

７月 13日（木）10：30～ 13：00
センターベイ
参加費 700 円
担当：早川　047-379-1540
コミュニティまつり

７月 14日（金）10：30～ 13：00
デポー大津ヶ丘 地域交流スペース陽だまり
担当：児玉　04-7134-3801
ふくふくフェスタ inさくら　    自由参加

７月 16日（日）10：30～ 15：00
センター佐倉
担当：宮野　043-461-7868
夕食のおかず作り

７月 18日（火）14：00～ 16：00
デポー松葉町２階組合員室
参加費１食につき200 円
担当：児玉　04-7134-3801

ゴミ減量講座（千葉市出前講座）

７月 21日（金）10：30～ 12：30
本部 地域交流スペース渚

なぎさ

託児あり　定員 15人
担当：清松　043-278-7629
オレンジカフェ流山

７月 22日（土）13：30～ 15：00
生活クラブ風の村地域交流スペースから風流
参加費 100 円
担当：児玉　04-7134-3801
身近なもので染物実験＆あんみつ作り

７月 24日（月）10：00～ 12：00
デポー松葉町２階組合員室
定員３組　参加費 200 円
担当：児玉　04-7134-3801
大試食会 part ２

７月 26日（水）11：00～ 13：00
おおたかの森センターホール（流山市）
参加費 500 円
担当：児玉　04-7134-3801
小学生集まれ！
　　　　こけしストラップを作ろう !!

７月 26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
定員10人　参加費 300 円
担当：児玉　04-7134-3801

上映会『カレーライスを一
いち

から作る』
　　　　　　　　　　　カレーランチ付き

７月 28日（金）10：10～ 13：00
本部 地域交流スペース渚
託児あり　定員50人　参加費1000円
担当：清松　043-278-7629
原発問題上映会

７月 31日（月）10：00～ 13：00
カフェやさまる（君津市）参加費1000円
担当：塚本　0436-60-1583

＊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。

菅澤 穂流（みのる）くん 2016.09

竹本 愛蒔（えま）ちゃん 2016.09

金親 弥来（みらい）ちゃん 2016.09

八木 萌絵（もえ）ちゃん 2016.11

齊藤 宥莉佳（ゆりか）ちゃん 2017.01

横山 紘士（こうし）くん 2017.02

伊藤 千花（ちはな）ちゃん 2017.03

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！

申請書は15ページに

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

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　
相談無料　まずはお電話を

tel：043-202-1471
生活クラブくらしと家計の相談室
受付時間　10：00～ 17：00
（日曜・祝日を除く）

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

デポー浦安　７月７日　リニューアルオープン！
　　

　   　７～９日　リニューアルオープンまつりpart１

　　期間中人気品目の生産者登場！試食・お楽しみ抽選会・
　　骨密度測定もあります。9日は、生まぐろ解体。遊佐の
　　生産者も参加して、餅つき大会も！

　　リニューアルオープンまつり
　　　 14・15 日 part ２、　21・22日 part ３

　 　 * 詳しくは、虹の街HP・ベイブロック機関紙等を。               担当：早川  047-379-1540

（金）
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コルザ 2017 年７月号No.384（15）

申込書・申請書　コルザ７月号
配達時または、デポーフロアに提出して下さい。

　事務局記入欄　センター /デポー（　　　　）、配達コース（　　）-（　  　） 本部事業部宛  田んぼ /柴山

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

1 9/9　田んぼの学校　稲刈り 同伴者（　　人）お名前
　　　　　　

　　　　　　（家族・組合員・員外） 7/31

　
（家族・組合員・員外）

　　　　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）

＊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。　
＊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　　　　　　　　　　　　　　　　
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原発問題上映会

７月 31日（月）10：00～ 13：00
カフェやさまる（君津市）参加費1000円
担当：塚本　0436-60-1583

＊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。

菅澤 穂流（みのる）くん 2016.09

竹本 愛蒔（えま）ちゃん 2016.09

金親 弥来（みらい）ちゃん 2016.09

八木 萌絵（もえ）ちゃん 2016.11

齊藤 宥莉佳（ゆりか）ちゃん 2017.01

横山 紘士（こうし）くん 2017.02

伊藤 千花（ちはな）ちゃん 2017.03

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！

申請書は15ページに

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

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　
相談無料　まずはお電話を

tel：043-202-1471
生活クラブくらしと家計の相談室
受付時間　10：00～ 17：00
（日曜・祝日を除く）

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

デポー浦安　７月７日　リニューアルオープン！
　　

　   　７～９日　リニューアルオープンまつりpart１

　　期間中人気品目の生産者登場！試食・お楽しみ抽選会・
　　骨密度測定もあります。9日は、生まぐろ解体。遊佐の
　　生産者も参加して、餅つき大会も！

　　リニューアルオープンまつり
　　　 14・15 日 part ２、　21・22日 part ３

　 　 * 詳しくは、虹の街HP・ベイブロック機関紙等を。               担当：早川  047-379-1540

（金）
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申込書・申請書　コルザ７月号
配達時または、デポーフロアに提出して下さい。

　事務局記入欄　センター /デポー（　　　　）、配達コース（　　）-（　  　） 本部事業部宛  田んぼ /柴山

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

1 9/9　田んぼの学校　稲刈り 同伴者（　　人）お名前
　　　　　　

　　　　　　（家族・組合員・員外） 7/31

　
（家族・組合員・員外）

　　　　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）

＊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。　
＊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　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　６月の生まぐろ解体
　　　　　　　　　6/16 松葉町　6/18 新松戸　6/24 みつわ台
　　　　　　　　　　　　　　＊水揚げがない場合は冷凍まぐろが入荷

日 月 火 水 木 金 土
7/2 ３ ４　 ５ ６ ７ ８

９　

お休み
＊浦安はオープン

10 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 2017 年７月号No.384

７月のデポー

＊2017年 6月 9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

お米の予約キャンペーン（7/1 ～ 31）　特別価格！
　期間中、遊ＹＯＵ米各種・ちばあさひ米各種が、予約分も含め
　1kgあたり10円値下げに。お米は予約して食べましょう！

在高確認（7/17 ～ 23）デポー組合員のみ
　年に一度、出資金の在高を確認します。
　デポー組合員の方は印鑑ご持参の上デポーまでおいでください。

シャボン玉月間　せっけんの街台所用キャンペーン（7/1～8）
　7月はシャボン玉月間。廃食油からつくった
　「せっけんの街台所用」が期間中240円→150円(本体価格)
　油汚れがよく落ちます。
　ビジョンフード米の日（7/3・17）　
　7月のテーマは月間で予約キャンペーンを行うお米。
　おすすめポイントなどを、試食とともにご紹介します。

消費材紹介キャンペーン①（7/3 ～ 8）
　週替わりでおすすめ消費材が 10％引に。
　キッチン用液体せっけん (詰替用 )
沖縄ウィーク（7/3 ～ 8）
　沖縄の生産者(沖縄物産公社・青い海)などとその消費材をご紹介。
沖縄旨いものフェア（7/7・8）＊浦安は７～９リニューアルオープンまつり
　おいしいもの満載の人気のフェア。スポット品多数入荷。
　豚バラブロック肉・泡盛 ｢島唄 ｣・
　素精糖・海水塩
消費材紹介キャンペーン②（7/10 ～ 16）
　焼きのり　飲むヨーグルト
ビオサポ週間（7/10 ～ 15）おすすめ消費材とレシピを紹介
　　試食あり。日程はデポーによって違います。右表参照
ごま＆なたね油ウィーク (7/10 ～ 16)
　ごま油となたね油ををご紹介。　ごま油 300 ｇ　
夏バテ防止ビタミン補給フェア（7/14・15）
　ビタミン豊富な夏野菜などがお買い得。
　豚ブロック肉 3種・食酢・玄米黒酢など　

シャボン玉月間　せっけんの街台所用キャンペーン（7/1～8）

　ビジョンフード米の日（7/3・17）　

7/20　15：00 ～ 16：00 　木刈
7/21　10：00 ～ 13：00 松葉町

デポーで、つくった人に会ってみよう！

せっけんの街の日 →大津ヶ丘・園生は４

在高確認（7/17 ～ 23）デポー組合員のみ

黒豚の日

沖縄ウィーク（7/3 ～ 8）

沖縄旨いものフェア（7/7・8）＊浦安は７～９リニューアルオープンまつり

　　　　              米産地（遊佐）ウィーク（～30）

　　消費材紹介キャンペーン②（～16）

ごま＆なたね油ウィーク（～16）

ビオサポ週間（7/10 ～ 15）おすすめ消費材とレシピを紹介

　   消費材紹介キャンペーン③（～23）

　　消費材紹介キャンペーン④（～30）

　　消費材紹介キャンペーン①（～８）

お米の予約キャンペーン（7/1 ～ 31）　特別価格！

沖縄ウィーク＊せっけんの街のせっけんなど５％off

7/10 みつわ台

7/11 真砂・浦安・
大津ヶ丘

7/12 木刈・園生
7/14 新松戸・松葉町

デポーのお休み
８月は 

13　・14　・15　

７/７（金）リニューアルオープン！
　7/7～9オープンまつり（p14参照）

＊6/25～7/6はお休みです。

　生まぐろ解体：7/9 浦安　7/15 大津ヶ丘
　　　　　　　7/21 真砂　7/22 園生　7/29 新松戸　
　　　　　　　＊水揚げのない場合は冷凍まぐろが入荷

消費材紹介キャンペーン①（7/3 ～ 8）

ほうきね牛入荷

毎週、デポーごとにビオサポ
メニューの試食等をご用意 !

静岡うなぎウィーク（～23）

夏バテ防止ビタミン補給フェア（7/14・15）

５％
off 

平牧金華豚の日 　夏休み朝食＆昼食フェア

　夏バテ防止ビタミン補給フェア

７
　7/7～9オープンまつり（　7/7～9オープンまつり（　7/7～9オープンまつり（デポー

浦安

の日

５％
off 

朝採り野菜の日

消費材紹介キャンペーン②（7/10 ～ 16）

ごま＆なたね油ウィーク (7/10 ～ 16)

消費材紹介キャンペーン③（7/17 ～ 23）
　スパゲティ1.6ｍｍ・信州トマトジュース(食塩無添加)・
　詰替用洗濯用液体せっけん・固型せっけん
静岡うなぎウィーク（7/17 ～ 23）7/25 は土用丑の日。　
　安心して食べられる生活クラブの国産うなぎ蒲焼をご紹介。
夏休み朝食＆昼食フェア（7/21・22）
　スライスベーコン・豚肉バラ薄切り・
　蒸し焼きそば・カレールウなど
消費材紹介キャンペーン④（7/24 ～ 30）　
　かつお細けずり 50g・真あじ開き 3枚　
米産地 (遊佐 )ウィーク（7/24 ～ 30）
　遊 YOU米の産地：山形の特産品が入荷。
納涼フェア（7/28・29）

　豚肉しゃぶしゃぶ用全品・おすすめ麺類・万能つゆなど

静岡うなぎウィーク（7/17 ～ 23）7/25 は土用丑の日。

夏休み朝食＆昼食フェア（7/21・22）

消費材紹介キャンペーン④（7/24 ～ 30）　

消費材紹介キャンペーン③（7/17 ～ 23）

５％
off 

10％
off 

10％
off 

納涼フェア（7/28・29）

遊佐交流会
JA庄内みどり

米産地 (遊佐 )ウィーク（7/24 ～ 30）

10％
off 

10％
off 

５％
off 

５％
off 

５％
off 

シャボン玉月間　せっけんの街キャンペーン

ビジョンフードの日

ビジョンフードの日冷凍品お買い得
２パック
 以上で ５％

off 

　　　　　　　

　　　　　　　

　納涼フェア

ほうきね牛入荷

沖縄旨いものフェア沖縄旨いものフェア

7/14・15 大津ヶ丘
7/21・22  園生

日 月 火

　　
バースデーフェア
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