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第14回 通常総代会 開催報告

2019年6⽉15⽇（⼟）郡⼭ユラックス熱海にて第14回通常総代会が開催されました。
活動・事業報告、決算関係書類の承認、活動⽅針・事業計画などの全ての議案が、賛成多数により
可決・承認されました。（総代定数100名のうち、出席者80名：本⼈出席31名 委任状出席49名）

冒頭、古島理事⻑代⾏が挨拶を⾏いました。続いてご来賓の
⽣活クラブ連合会・前⽥企画部⻑、共⽣地域創造財団・⾚坂理事より
ご挨拶を頂きました。

今回の７つの提案ポイント覚えていますか？福の環⽣活4⽉号をチェック！

福の環⽣活3、4⽉号の2か⽉に渡って総代会とは何か、また７つの提案
ポイントについて説明してきました。
これからの⽣活クラブふくしまを盛り上げる為に必要な予算対策です。
班の還元率の⾒直しは⽣活クラブふくしまだけではなく、⽣活クラブ
連合会全体で議論するきっかけになっています。
また、個配⼿数料の⾒直しについても、他⽣協でも同じように現在の
⽣活スタイルに合わせて⼿数料検討の時期に⼊っているといった説明が
ありました。

①個配⼿数料改定 ②班還元率改定
③共済拡⼤ ④1⼈班2⼈班の⾒直し
⑤未収延滞⾦導⼊ ⑥⼤型班還元率改定
⑦出資⾦の積⽴下限枠引き上げ

第5号議案では役員選挙規約について、地域区からの選出がその年の組合員組織の
状況に柔軟に対応できるように改定が提案され、承認されました。
第6号議案で役員補充選出し、理事全体区より佐藤君⼦さんを新しく理事に選出し
可決されました。

総代会終了後、臨時理事会を開催し、理事⻑に佐藤美智⼦さん、副理事⻑に
加藤純⼦さん、本⽥由美⼦さんを選出し総代に報告しました。
佐藤新理事⻑から、「供給⾼を上げるためには新しい仲間を増やすこと、その為には
皆さんの紹介が最も重要ですので⼒を合わせていきましょう」と⼀⾔挨拶がありました。

原材料から醸造する電⼒まで福島産！！合資会社⼤和川酒造の

「純⽶⾟⼝弥右衛⾨（やうえもん）」の取組みが始まりました。

⽣活クラブでは、消費材の産地提携と同じ関係で電⼒を契約することを検討していました。
⼀⽅、⾃然エネルギーによる電⼒会社である会津電⼒を設⽴した⼤和川酒造店の
佐藤弥右衛⾨さんは顔の⾒える関係であれば発電した電⼒をどこかに売電できないか、と
模索していたため、双⽅の⽬的が合致し提携に⾄りました。

新規取
組品

おすす
め情報

7⽉5回31週取組み：価格1100円（税抜）内容量720ml/アルコール度15％	⾟⼝
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今後の予定

5/21（⽕）新規加⼊者カフェ開催

5/26（⽇）ミントマルシェ初開催

甲状腺検査のお知らせ

⽇時：		2019年 7⽉20⽇（⼟） 14時〜  
   		   				8⽉17⽇（⼟） 14時〜
        9⽉21⽇（⼟） 14時〜
	
場所：笹⽊野みやけ内科外科（福島市笹⽊野字中⼩屋16‐2）
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！企画への申込は、別チラシか

   最終ページの申込書でもＯＫ！

7/19（⾦）夏休み前に試作！
    消費材deパフェ作り＠AOZ
    10：00〜12：00
8/21（⽔）●⽣産者交流会(和⾼スパイス)＠AOZ
     ⾹⾟料のお話＆カレー試⾷
    10：00〜12：00
8/24（⼟）●⽣産者交流会
								㈱ジャパン・ビューティー・プロダクツ
    メイクの消費材のお試しで
   −５歳若返りメイクができちゃうかも？！
   		10：00〜12：00

上記QRコードから⽣活クラブふくしまの
FBページにリンクできます。
定期的に発信していますので楽しい情報
をたくさん共有できたら嬉しいです！
イベントも随時更新しておりますので、
どうぞご覧ください♪

組合員加⼊から2年以内の⽅を対象に交流会を開催しました。
参加者の皆様からは、
「リサイクル品の出し⽅を実際に⾒てわかった。」
「買ったことのない消費材を試⾷できて嬉しかった。」
「消費材を購⼊するきっかけになりました。」
というお声を多くいただきました。
 新規組合員と⽀部委員との交流の場にもなり、和やかな雰囲気で、
有意義な意味のある会になりました。
 また、組合員オススメ消費材をシェアしたり、
SNSの活⽤⽅法を話したりなど、盛りだくさんの内容でした。
 今後も⽣産者交流会や消費材試⾷会など、
⽣活クラブならではの楽しいイベントをたくさん開催して
いきますので、奮ってご参加ください♪

組合員だけでなく、どなたでも⽣活クラブの消費材を

気軽に購⼊できる場として「ミント・マルシェ」と称し、

福島事務所「ミント」にて初開催しました。

 前回は周知が⾏き届かずご存知ない⽅も多かった反省を

踏まえ、今後は福の環⽣活紙⾯や別チラシでも、事前に

ご案内します。

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。

6⽉開催は

２３⽇(⽇)、２８⽇(⾦)の⼆⽇間

	7⽉以降も随時開催していきますので、
別チラシ等をご覧の上、

ぜひこの機会に⾜を運んでみてください。

	

⽣活クラブふくしまの

フェイスブック（ＦＢ）をご存知ですか？
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今後の予定

7/17(⽔)⽣産者交流会 タイヘイ(株)＠会津稽古堂
    10：00〜12：00（醤油、⽩だし、万能つゆなど）

7/26(⾦)甲状腺検査＠会津放射能情報センター	10:00~12:00

7/23(⽕)Let's⾷育「ジュースについて知ろう」＠会津稽古堂
    10:00~12:00

8/18(⽇)つながるしぇ出店＠学びいな(猪苗代町)

8/23(⾦)⽣産者交流会(株)ジャパン・ビューティー・プロダクツ
                    （化粧品の⽣産者）
    ＠会津若松 10：00〜12：00（予定）

9/15(⽇)はぐまむマーケット出店（予定）＠喜多⽅市熱塩加納
                        宮川公園

●5/30(⽊)・31(⾦)郵便局キャラバン＠会津若松本局

年⼆回開催される靴相談•販売会。

今年度もパンプス、運動靴,	夏に向けてのサンダルなど、

沢⼭の種類の靴を	持って来ていただきました。

遠く相⾺からの参加もあり、総勢18名の組合員が

納得する靴を購⼊しました。

1年振りの郵便局キャラバンでした。いつもは、

申込をしてから届ける500円の	お試しセット	を

あらかじめ⽤意し、その場で持ち帰る事ができるようにしました。

⾚ちゃん連れの若いママ達が興味をもってくれたのは嬉しい事で

した。 また、「⽣活くらぶ」を知らない⽅も多く、まだまだ

認知度が低い事も感じました。

●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 

企画への申込は、別チラシか

   最終ページの申込書でもＯＫ！

7/27(⼟)⼜は28(⽇)	磐梯まつり出店（予定）	＠猪苗代町

9/7(⼟)キャンドルライブ出店＠七⽇町広場

職員、⽀部委員、組合員の
皆さんと、楽しく仲良く
仲間を増やして⾏きたいと
考えています。
⽣産者交流会、キャラバン、
マルシェなど、⾊々な⾏事、
イベントがありますので、
是⾮お⼿伝いいただき⽣活
クラブをもりあげていきま
しょう。そして、若い組合員
につなげていけるよう活動
したいと思います。どうぞ
よろしくお願い致します。

新⽀部委員⻑からの

       挨拶

 

  齋藤久美⼦



郡⼭準備⽀部

 「LINE@」

登録してね！！

ID:＠hpy1371e

 郡⼭

準備⽀部
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5/25(⼟)ゆるべジクッキング第1弾

「キャベツと厚揚げのがっつり炒め」開催！

ちびっこにも⼤好評！

味噌の⾹ばしい⾹りがたまらない！

≪参加者≫

組合員 2名・⼦ども 3名

スタッフ3名

今年度初企画は、あいにく運動会等と重な
り参加者が少なかったのですが、少ないな
りにアットホームな雰囲気で楽しく美味し
い企画となりました。
≪参加者感想≫
・雑談もあって和気あいあいとできてよかった。
・ゆるくたくさんお話をしていただきながら、
 ⼦ども達にも気を遣って下さって、楽しい勉強
 になる会でした。

6/18(⽕)開催

  初企画！「ウェルカムカフェ」

★新⽀部委員紹介★
★甲状腺検査★

⽇時：7/20⽇(⼟)・8/17(⼟)

          10：00〜12：00

今後の予定

7/10(⽔)せっけんの⽣産者
   「ヱスケー⽯鹸」の「せっけん王⼦」が
    あなたのせっけん⽣活のお悩み解決！
   ＠須賀川市市⺠交流センターtette
    クッキングルーム 10：00〜12：00

10⽉開催申請中
 鍋やキッチンツール等⽣活雑貨の⽣産者
    「下村企販(しもむらきはん)」が来るかも？

11/9(⼟)豚⾁学習会＠郡⼭中央公⺠館調理室
    10：00〜12：00

郡⼭準備⽀部 総合受付

5/19(⽇)「種⼦と⽔の講演会」報告

せっけんは私にお任せ！

企画の問い合わせも
申込も、申込の予約も
全てこちらから！→→
	
365⽇ 24時間受付中！

9/25(⽔)ウェルカムカフェ(予定)
 ＠郡⼭中央公⺠館調理室 10：00〜14：00(⼊退場⾃由)

はじめまして。郡⼭準備
⽀部委員になりました
佐々⽊美紀⼦です。
⾃分がまず
⽣活クラブの
ことをもっと
知って、⽀部の
お⼿伝いをしていきたい
です。
よろしくお願いします。

新しく郡⼭準備⽀部委員に
なりました、
⼤友緑です。
念願の
⽣活クラブを始められて
ワクワクしながら取り
組んでいます。郡⼭に
⽣活クラブの輪をどんどん
広げていきたいです！
よろしくお願いします！

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)

お申し込み・お問い合わせは

 ⽣活クラブふくしま

        TEL0243-63-1050	まで

★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！

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！！

加⼊2年未満の組合員対象の初企画。
・Rビンやピッキング袋の出し⽅
・カタログの⾒⽅
・eくらぶでの注⽂の仕⽅
・おススメ消費材の試⾷
等々、情報交換に花が咲きました。
「へ〜、そうなんだ！」「次はそれ買って
みる！」と、驚き満載！知らなことを
たくさん知る機会となりました。

≪参加者≫組合員4名・⼦ども2名・スタッフ5名

郡⼭準備⽀部組合員が事務局を務める「命の源・

種⼦(たね)と⽔を守る会」主催の講演会のプチマル

シェに参加し、持参した消費材を完売！⽣活クラブ

ふくしまをアピール出来ました。

当⽇の参加者は100名弱。講演会では、⽣活クラブ

ふくしまの喜多⽅の組合員である渡部よしのさんに

よる栃⽊での種⼦法条例制定に向けての動きの話や、

有機農業ネットワークの⽅の新しい取り組みの話、

有機農家の話等を伺い、若い⼦育て世代が我が⼦の

⼝に⼊るものを考えていくという視点がこの先の

未来において重要だと感じました。

加⼊2年未満の⽅！
    ⼤集合！！



 相⾺

準備⽀部
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今⽉のクイズ
福島県産の⽶、⽔、「⽣活クラブでんき」

と地域の資源を使⽤して製造し、取組の

始まった⼤和川酒造店の⽇本酒の名前は

何でしょう

	

純⽶⾟⼝○○○○

	

ヒントは紙⾯に。最終ページの応募⽤紙で

ご応募ください。

今回は抽選で1⼈の⽅にクイズの答えの

⽇本酒をプレゼント！

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。

ふくしま初！ビオサポ	アクティブシニア（美⾷百彩）講座開催

開催⽇	７⽉６⽇（⼟）

時	間 １３時〜１５時

参加費 無料（試⾷有）

会	場 わくわくランド調理室

   	相⾺共同⽕⼒発電所内

（相⾺郡新地町駒ヶ嶺今神１-１）

 ⽣活クラブでは⼦育て世代の消費材の開発の

他、シニア層の組合員向けの消費材の開発や

利⽤を呼び掛けています。

 最近カタログに「美⾷百彩」のマークがつい

ているのを⾒かけたことはありませんか？

 ⽣活クラブが考える「健康な⾷」とは、

『⾷べもの半分、⾷べ⽅半分』です。

 今回⽣活クラブ連合会でこの活動を推進する

部署から講師を招き、シニア層がいくつにな

っても「⾷べたいものを⾷べたい形で」⾷べ

ることを可能にすることについて学習します。

ビオサポセットの調理や試⾷タイムもありますよ!

巻末の企画参加申込書

提出、センターに電話

で申込をお急ぎ下さい

５⽉理事会報告（抜粋）	開催⽇5⽉28⽇（⽕）

	

１．討議決定事項

●通常総代会議案書最終

・福の環⽣活での質問意⾒への回答案

２．討議事項

●交通費清算⽅法の⾒直しと交通費請求

・⾞種別のガソリン代清算⽅法の⾒直しを討議

●新理事会の役割分担

・理事の担当役割分担案について討議

●arukuWeb継続掲載とPR動画の作成

・拡⼤⽀援⾦を活⽤しての広報戦略について討議

３．報告承認事項

●リフレッシュツアー北海道参加者決定

・選考、抽選により参加者承認を⾏った

●あいづ個配アルバイト退職と新規アルバイト採⽤

・退職承認と新たなアルバイト採⽤を承認

気温があがってきます。冷凍品注⽂で配達後受取ま

でにお時間がかかる⽅は、ドライアイスの注⽂をお

願いします。

また保冷ケースのご準備（または買い替え）

をお願いします。（⼀部個⼈宅配組合員を除き）

ドライアイスは、116円（税抜）750ｇ

OCRではお⾖腐の注⽂欄に掲載があります。

★個⼈⽤保冷ケースは、239円（税抜）

 ＜縦400×横330×⾼さ270㎝＞

★班⽤保冷ケース（発砲スチロール）は

⼤型⽤	2050円（税抜）写真右

 縦740×横440×⾼さ425㎝

通常⽤	1350円（税抜） 

 縦580×横370×⾼さ340㎝	

	

	

	

事務局から
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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.12 クイズ応募⽤紙＆企画申込書

（配達便もしくはＦＡＸで7⽉19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

○○○○

↑↑⽣活クラブふくしま

   ご当地ハグみちゃん

(鈴⽊)

7/10(⽔)せっけんの⽣産者「ヱスケー⽯鹸」の「せっけん王⼦」
    があなたのせっけん⽣活のお悩み解決！＠須賀川市市⺠
    交流センターtette（須賀川市）10：00〜12：00

7/17(⽔)⽣産者交流会「タイヘイ」＠会津稽古堂(会津若松市)
    10：00〜12：00（醤油、⽩だし、万能つゆなど）

7/19(⾦)消費材deパフェ作り＠AOZ(福島市)10：00〜12：00

7/20(⼟)甲状腺検査＠桑野協⽴病院(郡⼭市)10：00〜12：00

7/20(⼟)甲状腺検査＠笹⽊野みやけ内科外科(福島市)
    14：00〜16：00

例年より早く梅⾬⼊りを迎えまし

たが、皆様はいかがお過ごしでし

ょうか。

届くのをとても楽しみにしていた

『純⽶⾟⼝弥右衛⾨』。夜な夜な

⼦どもたちが寝てから⼀⼈ちびち

びいただきました。春夏⽤のチョ

コレートとナッツをつまみながら。

⼝当たりがまろやかでとってもフ

ルーティ。パソコン仕事には最⾼

の夜になりました。

梅仕事も始まり、梅シロップに梅

⼲し、梅酒なんかも♪できあがる

のが楽しみです。

純⽶⾟⼝

7/23(⽕)Let's⾷育「ジュースについて知ろう」＠会津稽古堂
    10:00~12:00

7/26(⾦)甲状腺検査＠会津放射能情報センター	10:00~12:00

7/27(⼟)⼜は28(⽇)	磐梯まつり出店（予定）	＠猪苗代町


