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6/15(⼟)の「第14回通常総代会」の提案って、何？

今⽉は、

通常総代会の

 中⾝について

  解説します。

Ｑ１.第14回通常総代会で、何を話し合うの？

A1.（1）2019年度予算対策として以下の提案を予定しています。
   ①個配⼿数料の⾒直し 150円（税抜）→180円（税抜）へ改定
     (週5000円(税抜)以上の利⽤で⼿数料無料措置は継続)
   ②班4⼈以上班組合員の利⽤⾼に応じての４％還元→班２％還元へ
     (年間約150万円の改善)
     *4⼈以上の班のすべての組合員が対象になります。
   ③共済拡⼤（⼿数料収⼊をあげる）
   ④1⼈班、2⼈班の⾒直しを図り配送効率を⾼める。
     (個配への移動などを通じて配達⼿数料導⼊)
   ⑤未収延滞⾦導⼊
   ⑥⼤型班の還元⾦⾒直し（現⾏10⼈以上を20⼈以上班に1％還元へ）
	 （2）出資⾦の積⽴下限枠5万円をあげる提案（8万円予定）
 

Ｑ2. なぜ今回の通常総代会で提案を⾏うの？

Ａ2. (1）この間の単協の決算状況
    ①直前3事業年度の財産及び損益の状況    （⾦額単位：千円）

②2018年3⽉累計での貸借対照表における損失⾦は、上記の2013年度以前の
 損失⾦1,100万円とあわせて約3,000万円の累積損失を抱えています。

③2016年度の総代会において中期3か年（2017年度〜2019年度）計画の
 承認を受け、この⾚字構造から３年後の2019年度末に単年度で⿊字決算が
 出せるよう、会津若松市内での個配導⼊を柱に組合員拡⼤を通じて経営
 改善を図ってきました。会津若松市内に個配仕分け拠点(賃貸)や個配配送
 ⾞両の導⼊をするとともに、⼈員体制を整えるため職員採⽤やアルバイト
 の採⽤を⾏ってきました。（2017年度の経常剰余が⼤きくマイナスに
 なったのは先⾏投資によるものです）

 今回の
提案のポイントは
「Ａ１」の
    7つね！



(2)2018年度末決算

  経常剰余⾦は2017年度経営剰余を約400万円縮⼩しましたが、▲953万円の損失となりました。

  結果、2018年度末での累積損失⾦は3,925万円です。2018年度末の出資⾦在⾼は1億293万円です。

Ｑ３．この間の経営改善に向けて取組んできていることって、何？

A3.（1）拡⼤⼒の強化（⼊りを増やす対策）
   ●新しい組合員を増やす取組み
    ・各⽀部で拡⼤⾏動の展開
    ・組合員への紹介を促す活動
    ・⽣活クラブの認知度を上げるための広報実施
   ●⽣活クラブグループからの組合員拡⼤⽀援⾦を受け、
    組合員を増やす取組みを実施。
     2016年度…48⼈増
     2017年度…191⼈増 → 3か年で406⼈の組合員を増やしました。
     2018年度…167⼈増 
   ●個配導⼊エリアをひろげ、加⼊のハードルを下げてきました。
    ・週100円（税込）→週150円（税抜）に個配⼿数料の改定を実施
 	（2）世帯利⽤の向上に向けた取り組み
 	（3）経費⽀出の⾒直しを実施
   ●固定費の⽀払いの改善
    ・組合員活動費の⾒直し
    ・⾞両の燃費向上に向けた⼊替え
    ・アルバイト⼈件費の⾒直し
    ・職員業務の⾒直しを通じて残業代の削減など

Ｑ4．これから私たちの⽣活クラブふくしまを盛り上げていくのに必要なことって、何？

A4.	・これからも⽣活クラブの消費材を⾷べ続けていけるよう、
 	  ⾚字構造からの脱却に向け経費対策の実⾏を提案しています。
	  ・現在施設の維持管理や配送に関わる費⽤、組合員活動費、⼈件費
 	  などの⽀払いで毎⽉固定費として約600万円がかかっています。
  	 この600万円を⽀払っていける供給⾼がつくれていません。
	  ・今回の経営改善をすすめ2019年度の⿊字決算を1年延期し、
 	  2020年度での⿊字決算が図れるよう今回の提案を⾏います。
  	・供給⾼をあげるための最善の⼿段は、新しい組合員を増やして
   	総利⽤⾼をあげていくことです。皆さんの紹介が最も重要です。
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質問や意⾒は、

最後のページの

「質問意⾒記⼊欄」へ

    お願いします。

これだけ

たくさんの事を

がんばって来れたから、

⿊字転換まで

  あと少しなのね！！

 前⾴(1)①の表より、

2017年度経営剰余⾦は▲13,684

左の表より、

2018年度経常剰余⾦は	▲9,530

 前年度より約400万円も

  ⾚字が縮⼩したのは

       すごいことね!



福島⽀部
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⽇時：		2019年 5⽉25⽇（⼟） 午後2時から  

   		    		6⽉22⽇（⼟）  〃

     	   7⽉20⽇（⼟）		 	〃

	

場所：笹⽊野みやけ内科外科（福島市笹⽊野字中⼩屋16‐2）

検査費⽤：⼦ども無料・⼤⼈実費(3,240円)

お申し込み・お問い合わせは

        0243-63-1050まで

●ここがポイント●

◎組合員以外のお⼦さんも無料検査ＯＫ！ 

 ※ぜひ周りの⽅にお声がけしてみてください。

◎医師がその場で問診、エコー検査

◎成⻑期のお⼦さんの変化を⾒逃さないよう

      年1回の受診がおすすめ！

⽣活クラブ組合員拡⼤の
為、イベント出店強化中です。
	
おすすめのナチュラル系イベントの
出店情報ありましたらぜひとも
お知らせください。
情報は、⽀部委員もしくは下記まで
ご連絡ください。

e-mail:
kyoyu.fukushima@s-club.coop

⽀部からのお願い

甲状腺検査のお知らせ
甲状腺検査のお知らせ

4/14(⽇)ガーデンマルシェに出店

トマトケチャップは

⼝コミで興味をもって

いただき⼤好評でした！

多品⽬の消費材も販売

特に⼦育て世代のママに沢⼭ご購⼊いただきました！

4/17(⽔)ミントカフェ開催しました

今後の予定

企画への申込は、別チラシか

   最終ページの申込書でもＯＫ！

6/15(⼟)第14回 通常総代会

						 ＠ユラックス熱海	第2・3会議室

    10：30〜12：30

5/21（⽕）新規加⼊者カフェ＠AOZ

    10：00〜12：00

6/21（⾦）鶏⾁学習会＠AOZ

    10：00〜12：00

福島市庭坂のあんざい果樹園にて、2回⽬のガーデンマルシェに

参加しました。午前中から多くのお客さんにお越しいただき、

当⽇加⼊2件、お試しセット申し込み8件いただきました。イベントは

紙⾯左下、「今後の予定」でもご案内しますので、お友達お誘いの上

ぜひお⽴ち寄りください♪

松川町の⾃家製酵⺟パンかばくらさんのご厚意により、ミントカフェ

を開催。試⾷、飲み物つきで組合員の憩いの場として利⽤して

いただきました。次回開催の際は、今後の予定、別チラシでご案内

しますので、ぜひタイミングの合う⽅はお越しください。

福島事務所（ミント）

福島市吉倉字万⽥9-4 サンハイツ吉倉1Ｆ

※ローソン吉倉店の北側、佐伯薬品の脇の道を⼊り右側です。



あいづ⽀部
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今後の予定

企画への申込は、別チラシか
   ７ページの申込書でもＯＫ！

□■□オイまるカフェ、3⽉も⼤好評でした！□■□

3/7(⽊)＠喜多⽅3班宅 参加者 18名

3/13(⽔)＠會津稽古堂 参加者 11名

3/17(⽇)＠會津稽古堂 参加者			7名

オイまるカフェ後半は、喜多⽅組合員宅、會津稽古堂 平⽇、休⽇両⽇

の開催となりました。

・試⾷をさせていただいた消費材は、やはり期待を裏切らず美味しい

 ですね。

・仕事をしていて、なかなかゆっくり参加できなかったので、⽇曜⽇

 開催はとても参加しやすかったです。

・ビオサポの事を知れて良かった、共済にも興味を持った。

・⽇頃感じていることや、わからないことを話せる場としてこの機会は

 重要だと思います。

多くの参加者で充実した会となり、無事オイまるカフェ終了しました。

事業所班とは…事業として⽣活クラブ⽣協の消費材を

       利⽤し、チラシなど⽣活クラブ⽣協の

       広報をする事を義務とする班。

4/28(⽇)	はぐまむマーケット＠宮川公園(喜多⽅)

    10:00〜14:00

5/26(⽇)	パラマウント・ワーカーズ・コープ

     靴相談・販売会＠⼭⿅のおうち

    10:00〜16:00

   ＊駐⾞場は公共をご利⽤ください。

5/30(⽊)・31(⾦)郵便局キャラバン＠本局

    10:00〜15:00	開催予定

≪事業所班の紹介≫

猪苗代エリア

（猪苗代町中⼼部）

  配送始まりました。

皆さんも⼀緒に、

 組合員を増やして

  ⾏きましょ〜〜う。

お知らせ！

＜会津若松市＞

中ノ蔵(⼤町通り)

      

Pizzeria	Da	Ciro	ダッチーロ

         (神明通り)

＜喜多⽅市＞

菓⼦幸房めごめご(町尻⻄)



 郡⼭

準備⽀部
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≪参加者≫

組合員 	5名(親⼦5組)

⼦ども 13名

スタッフ	5名(親⼦3組+2名)

≪本⽇の試⾷品≫
作った「うまいご棒」
⽜乳３種類
ポテトチップス
     （塩味）

揚げた「うまいご棒」は

⿂焼きグリルに揚げ網と

キッチンペーパーを敷いて…

⼦ども達みんな

   真剣です！

⼦どもでも簡単に作れます！

3/25(⽉)春休み親⼦ゆるべジクッキング「うまいご棒」

 超簡単で、めちゃくちゃ美味しかったよ！
≪参加者の感想≫
・⼦どもと⼀緒に家でも再現しやすいレシピに感動！
・クセになる味でとても美味しかった。
・低脂肪⽜乳は⽔っぽくないのにあっさりして美味し
 かった。同時に３種類も飲むなんてないので、
 こんなに違うんだ〜とビックリした。

甲状腺検査の

   お知らせ

  ⽇時：5⽉18⽇(⼟)10：00〜12：00

     6⽉22⽇(⼟)10：00〜12：00

場所：桑野協⽴病院(郡⼭市島2-9-18)

検査費⽤：⼦ども無料・⼤⼈実費(3,240円)

★組合員以外のお⼦さんも無料！

★医師がその場で質問に答え、

            画像ももらえる！

 ★成⻑期のお⼦さんの変化を⾒逃さない

  ように、年1回の受診をオススメ

              します！

郡⼭準備⽀部

	「LINE＠」

	登録してね！
イベント情報などを

お知らせしています。

登録して、

イベントに参加して、

スタンプをためて、

プレゼントをもらおう！

ID:@hpy1371e

郡⼭準備⽀部

   総合受付

上記ＱＲコードから
     どうぞ！
３６５⽇２４時間
    受付中！！

今後の予定

5/25(⼟)ゆるべジクッキング第1弾
    「厚揚げとキャベツのがっつり炒め」
   ＠郡⼭中央公⺠館調理室
    10：00〜12：30(参加費300円)

6/15(⼟)第14回 通常総代会
						 ＠ユラックス熱海	第2・3会議室
    10：30〜12：30

6/30(⽇)おとなの⽂化祭＠こおりやま	出店
   ＠ビッグパレットふくしま
    10：30〜15：30

7/10(⽔)せっけんの⽣産者と話そう！
    「ヱスケー⽯鹸」交流会
   ＠須賀川市市⺠交流センターtette

ヱスケー⽯鹸の

「せっけん王⼦」こと

   ⽊曽さんが

  須賀川に来るよ！

春休みリフレッシュツアー 参加者感想

春休みのリフレッシュツアーで⽣活クラブ滋賀の皆さんに

家族でお世話になりました。

宿泊は⾃然の中にあるコテージで寝室は

２段ベッドになっており、⼦供達は

⼤喜びでした。

３⽇⽬のBBQでは⽣活クラブの美味しい

野菜とお⾁をたくさん⾷べて、その後の

懇親会で滋賀の組合員の皆さんと震災から

今の福島での暮らしについて話をさせて

もらいました。滋賀の皆さんといろんな

思いを共有させて頂いて、とても有意義な

時間になりました。

６⽇間でたくさん遊び、深呼吸し、私も

家族も、⼼も体もリフレッシュ出来ました。

また機会があれば、滋賀に遊びに⾏きたいです。

                (郡⼭ Y.K)

↑地球と対話中？

↑近江神社

↑ＢＢＱ



	猪苗代

活動紹介
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今⽉のクイズ

⽣活クラブふくしまで毎年1回、6⽉に開催

される最⾼議決機関のことを漢字3⽂字で

何と⾔いますか？

	

○○○

	

ヒントは紙⾯に。（もしくは3⽉号を参照に！）

最終ページの応募⽤紙でご応募ください。

	

抽選で2⼈の⽅にステキな消費材を

プレゼント！

なお、当選者の発表は賞品の発送を持って

代えさせていただきます。

昨年秋から2018年度の組合員拡⼤⽬標達成に向けた対策として、今まで配達

エリアではなかった猪苗代での配送開始を準備してきました。

班の新規加⼊者40⼈以上を配送開始の採算ラインとして、理事会とあいづ⽀

部の組合員有志でチームを形成し、組合員紹介を中⼼に取組んできました。

雪が降るまでに配達開始を⽬標としてきたのですが、40⼈の新規加⼊者が集

まらず配送開始を30⼈以上と修正し、新規で加⼊していただいた⽅から紹介

を受けたり、お誘い企画や⽣産者交流会開催など、あの⼿この⼿を駆使し組

合員を増やす⾏動をしてきました｡結果年度末ぎりぎりの3⽉22⽇に30⼈⽬の

加⼊があり配達開始となりました。配達開始は雪がなくなる時期となってし

まいました。昨年10⽉に加⼊予約をいただいた⽅は、配達開始まで半年待っ

ていただいてのスタートになりました。現在33⼈7班が新たな⽣活クラブの

仲間になりました。引続き50⼈を⽬指して拡⼤継続中です！

	

猪苗代で4⽉15⽇（⽉）から班配達開始！

3/21ﾋﾞｵｻﾎﾟ

試⾷会

３⽉理事会報告（抜粋）開催⽇３⽉28⽇（⽊）

	

１．討議事項

●総代会⽅針討議（２）

 ・総代会に向け議案討議

●理事役割分担と各⽀部からの委員会への参加要請

 ・新たに共済たすけあい委員会設置について討議

２．報告承認

●2019年度拡⼤⽀援⾦の取扱

・拡⼤広報⽀援⾦の申請内容を承認

●福島市のW.Coミントへの配送委託

・福島市内での個配拡⼤に向け、W.Coミントへの

 配送委託内容を承認

●猪苗代新規エリアでの配達開始

・班組合員30⼈以上を達成で、配達開始を承認

●GW北海道ﾘﾌﾚｭｼｭﾂｱｰ参加者承認

・応募選考を⾏い、当選者を承認した。

4⽉7⽇（⽇）⽩河市で開催のNHKのど⾃慢に

当⽣協の武藤康平職員が本選出場し、みごと

今週のチャンピオンに選ばれました！
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編集後記
⽣活クラブカレンダー

企画参加申込は、切り取り線以下の⽤紙を配達便で出すか、Fax	0243-63-1051へお願いします。
  メールは以下の項⽬を書いて e-mail kyoyu.fukushima@s-club.coop までお願いします。
※ご記⼊いただいた内容について広報誌に掲載することもありますので、予めご了承ください。

切り取り線

福の環（ふくのわ）⽣活 No.10 クイズ応募⽤紙＆企画申込書

（配達便もしくはＦＡＸで5⽉17⽇(⾦)まで、ふくしま事務局到着分有効）

班名（個配）

組合員名前

連絡先TEL

組合員コード

クイズの答え

≪投稿欄≫

≪企画参加申込書≫

≪有償サポーター登録申込書≫

以下の項⽬でご⾃由にお書きください。
（紙⾯に掲載させて頂くことがあります。）
お気に⼊り消費材、我が家の定番レシピ、季節のレシピ、
⽣活クラブに加⼊した理由など

今⽉号の感想や今後の「福の環（ふくのわ）⽣活」への
要望など

 企画名（        ）に参加します。
組合員参加者名（           ）
       （           ）
       （           ）
ゲスト参加者名（           ）
       （           ）
       （           ）

有償サポーターに登録します。
 ・キャラバンサポーター
 ・チラシ配布サポーター
 ・SNSサポーター
 ↑
 〇をつけてください

○○○

内海

5/18(⼟)甲状腺検査＠笹⽊野みやけ内科外科(福島市)

    14：00〜16：00

5/18(⼟)甲状腺検査＠桑野協⽴病院(郡⼭市)

    10：00〜12：00

5/25(⼟)ゆるべジクッキング第1弾

  「厚揚げとキャベツのがっつり炒め」(参加費：300円)

    ＠郡⼭中央公⺠館調理室(郡⼭市)10：00〜12：30

5/26(⽇)パラマウント・ワーカーズ・コープ

    「靴の相談・販売会」＠⼭⿅のおうち(会津若松市)

    10：00〜16：00

先⽉、今⽉と2号に渡って
「⽣活クラブ」って何⁇を
分かりやすくお伝えしてき
ましたが、いかがでしょうか⁇
「出資して利⽤する」で終わって
しまうと⽣活クラブの良さの半分
しか味わえません。
お友達を誘って企画や総代会に
参加してみるという新しい「⼀歩」
が、実はワクワクに繋がっている
のを、是⾮感じて欲しいな〜と
思います。
そして参加する為の⼀歩が、まず
「福の環⽣活」の熟読です。

5/21(⽕)新規加⼊者カフェ＠AOZ(福島市)

    10：00〜12：00



質問意⾒記⼊欄
１〜２ページの内容について、疑問・質問・意⾒等、何でも

ご⾃由にお書きください。

提出期限：2019年5⽉10⽇(⾦)

     担当：事務局 古島

この「質問意⾒記⼊欄」は、⽤紙を配達便で出すか、Fax	0243-63-1051へお願いします。
メールの場合は、e-mail kyoyu.fukushima@s-club.coop までお願いします。
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組合員名前 組合員コード

班名（個配） 連絡先TEL


