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新年明けましておめでとうございます。
さんえすクラブ会員会社の皆様におかれましては、ご健勝に良き新年をお迎えのこ
ととお慶び申し上げます。
昨年は 4 月の消費税増税に始まり、円安による輸入原材料の高騰、それに伴う資
材費の増加など、非常に経営が苦しい年であったと思います。
更には大型台風等による自然災害により、農水産物の不作でご苦労された会員生産
者もいらっしゃったかと思います。
また、アベノミクスの第三の矢は何処に飛んで行ったのか、全く実感の無いまま年
を超えてしまいました。
しかし悪い事だけを嘆いていても先へ進めません。
テニス界では錦織選手が日本人で初めてマスターズでベスト 4 になって世界ランク 5 位に躍進したり、ノー
ベル物理学賞で 3 人の日本人が受賞するなど、世間を明るくする話題もありました。
2015 年は未年です。
「羊は天下泰平をもたらす。
」と言うことわざがある様ですが、さんえすクラブと致
しましても不景気に負けない平和な年になる様に、今年度はさんえすクラブと致しま
しても、近年始まった福祉クラブとの交流会やキャンペーンの充実等、お互いに協議
して更に伸ばして行かなくてはならず、生活クラブとの交流会も成熟させ、組合員の
方々にとっても無くてはならない役立つものにしなくてはなりません。
両生協との関わり合いを更に深くして、会員間の連携も今まで以上に密にして行か
なければ時流において行かれてしまうと感じております。
最後になりましたが、本年が昨年以上の良い年を迎えられます様、会員会社同士の
絆を大切にし、新しい活動ができます事を心から祈念致しまして、新年のご挨拶とさせて頂きます。

第28回さんえすクラブ定期総会開催
2014年９月24日（水）オルタナティブ生活館にて、第28回さんえすクラブ
定期総会が開催されました。2013年度の事業活動報告、会計・監査報告と、
2014年度の事業計画、予算の提案がなされ、会員の皆様のご理解を頂き議決
されました。
2014年度の活動方針としては、１.さんえすまつりの開催、２.生活クラブと
の連携強化（定期協議会への参加、さんえすキャンペーン・デポーさんえす
ウィークへの参加、HPを活用した情報発信と連携）
、３.福祉クラブでのさんえ
す交流会開催による交流及び連携強化、４.研修会開催、５.復興支援まつりへ
の参加、６.さんえすクラブ会員間の親睦を深め会の活性化を図る企画の開催、７.さんえす交流会の見直しが掲
げられました。
そして、部会活動計画では、交流企画部会は、年間で生活クラブ10回、福祉クラブ２回のさんえす交流会開
催を目標とする事などが、情報部会は、全会員から１件以上の情報提供を募りHP上に「消費材ブックレット」
を完成させる事などが掲げられています。
さんえすクラブ会員の皆様には、今年度も、これらの活動への積極的な参加を期待しております。
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●第4回 さんえすまつり●
〜交流会プレゼン企画〜

■開催日時：2014年12月4日（木）10 〜 13時
■開催場所：生活クラブ オルタナティブ生活館

2014年も、さんえすクラブ主催により、さんえすまつりが開催されました。
過去3回の開催で得た経験を活かしてさらにブラッシュアップし、生産者：21名、理事・組合員・ワー
カーズ・職員総勢約81名の参加により、盛況のうちに行われました。
開催目的

１）さんえすまつりから生活クラブ各地域生協コモンズ・デポー、福祉クラブ2015年度活動において積極
的なさんえす交流会の活用につなげる。
２）さんえすクラブ会員生産者から交流企画プレゼンテーションを行い、参加組合員はプレゼンテーション
内容から具体的な交流内容イメージを広げ、交流会企画の計画化につなげる。
３）さんえすまつりを通して、さんえすクラブおよび会員各社の取組みの認知を広げ、今後の交流連携と消
費材利用につなげる。

グループ別分散会内容
10：00 〜
集合・全体会

スペースオルタ

■参加全生産者による１分アピール

10：35 〜
分散会 各グループにわかれ生
産者による約10 〜 20分間プレ
ゼン、ミニ交流会の実施 各部
屋にて
■Ａ〜Ｄ会場に分かれ、３〜４生産
者による企画のプレゼンもしくは、
ミニ交流会

11：40 〜
個別ブースに分かれての交流・
試食会
■個別ブースに分かれて試食の提供
やアピールパネルを設置し、試食
アピールや説明を行い個々に交流

12：10 〜
個別相談会
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共生食品㈱
㈱秋川牧園
㈱佐藤印刷所

Ｂグループ
㈱浜食
㈱しむら
㈱ニッコー

Ｃグループ
㈲ライフ・アート
㈲アグリサポート
システム
㈱豆彦

Ｄグループ

■話し足りなかったことや、各地域
での今後の活動に向けた打ち合わ
せの時間
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㈱ウエルライフ
㈱エコ・グリーン
㈱オルタフーズ
㈱カジノヤ

参加 25 名
消費材のこだわりについて、プロジェクターを使っての説明
丸鶏の解体と部位説明をするミニ交流会
版下データを作成する時や入稿時のアドバイスなどの交流企画
提案

参加 20 名
食品添加物の話を中心に、実物の添加物を使っての説明
組合員同士ペアになっての、セサミオイルを使ったハンドマッ
サージ実演
畑体験を通じて調理実習など四季を楽しめる企画のミニ交流

参加 25 名
国産減農薬い草を使った畳替えにいての話しの企画提案
自社アピールと消費材のコンセプトの説明のミニ交流会
消費材の試食をしながらの、特徴、製造工程、使用原材料につ
いての説明

参加 25 名
健康補助食品の説明や健康チェックシートの配布
アーダブレーン化粧品のミニ交流会
設立経緯やパン作りのこだわりやコンセプトの説明
供給している各材の紹介説明、試食の提案と相談

――――――― 参加された方々の声（フィードバックシートより抜粋）――――――

■アンケート結果（回答者数：62名中）
Q さんえすまつり以前にさんえすクラブをご存知でしたか（無回答：1）
よく知っている：22（知っている：1含む）

なんとなく聞いたことがある：31

全く知らない：8

Q 生活クラブ親生会とさんえすクラブの違いはわかりますか（無回答：2）
わかる：16

わからない：44

Q さんすまつりへの参加は
はじめて：48

2回目：10

3回目：3

4回目：1

Q さんえすクラブの交流会に参加したことがありますか
ある：21

ない：32

わからない：9

Q さんえすまつりは、次年度以降開催した方が良いと思いますか（無回答：4）
した方が良い：54

しない方が良い：4

分からない：0

Q 会場の案内に問題はありましたか（無回答：3）
ある：14（理由：どの部屋に行ったらよいか分かりづらい等）

ない：45

Q さんえすクラブの交流会は理解できましたか（無回答：2）
できた：60（半分位等：4含む）

できない：0

Q 地域に戻り、他の組合員に勧めたり、説明はできますか（無回答：6）
できる：56（それなりに等：2含む）

できない：0

Q 今後、さんえすクラブの交流会を開催したいですか（無回答：1）
したい：51

しない：0

わからない：10（相談する等2含む）

■ご意見（一部抜粋）
企画側として参加していないような気がした…
●神奈川県を中心として身近な生産者さんが一堂に集
●
プレゼンの時間が短かったので、しっかり最後まで
まって下さり組合員としては、まことにうれしい限
説明を聞きたかったです。
りです。さらに大きく、広く知れ渡ると良いですね。
●工場見学をしたいと思いました。今回、このまつり
●たくさんの生産者に会えて良かった。
のコンセプトがよく分からないままの参加でしたが、
試食も参考になった、企画の役に立った。
それでも生産者さん（それも身近な）の話を聞く中
●展示のところに生産者さんを手伝う（試食の用意等）
で得るものが有り、このような機会をありがたく思
人がいたらよかったと思いました。
います。
分科会や展示では資料のない生産者さんもあり、資
生産者さんと交流すると、それぞれの方の自信ある
料やパネルなどがあるとわかりやすいかなと思いま
目に出会えるのが一番信頼につながります。
した。
●さんえす交流会の目的がよくわかった。
生産者交流会について具体的な案が浮かび、皆さん
に提案できる気がする。

●全ての生産者さんとお話しはできませんが、目的を
持って参加すれば成果が得られるので今後も続けて

ほしいです。
●交流会のデモンストレーションについて何が出きるか ●次回には、今日来ておられない生産者の方々にもお
会いしたいです。
話したかったが、消費材について話している人が多く、
औ॒इघऽणॉฐ

さんえすクラブ交流企画部会リーダー

㈱ニッコー

山崎

雅史

第4回となる、さんえすまつりにご参加頂いた理事、組合員の皆様、至らないと
ころ数々とあったかと思いますが、貴重なお時間を頂きありがとうございます。
急遽ではありましたが、初の交流企画のリーダーとしてやらせて頂きました。
フィードバックシートを見ながら、次回への課題も残りましたが、様々な視点か
らのご意見でしたので全体を見る目と部分的に見る目の訓練だと感じました。次回
の実施や日程は未定ではありますが、今後の良い改善のきっかけとなるように頑張ります。ありがとうご
ざいます。
生き活きさんえす

新年号

3

さんえす事務局長

小林

利明

共生食品㈱

第 28 回定期総会にて承認された 2014 年度活動計画を下記の役員・事務局体制をもって遂行します。
■役

員
会
長 中村秀一郎
常任幹事 今井正樹
■事務局
交流企画部会リーダー
情報部会リーダー

情報部会報告

㈱浜食
㈱豆彦
山崎雅史
山田恵介

情報部会

副 会 長

山﨑雅史

㈱ニッコー
㈱佐藤印刷所

宮下

正一

㈱ニッコー

大貫正人

事務局長

㈱エコ・グリーン

交流企画部会報告

小林利明

宮下正一

共生食品㈱

㈱カジノヤ

交流企画部会

山崎

雅史

㈱カジノヤ

㈱ニッコー

新年明けましておめでとうございます。今年度はます

４回目のさんえすまつりが終了。企画交流部会とし
ては年間での大きなイベントとなりますが、フィー

ます普及が進むスマートフォンを活用し、さんえすク
ラブ会員各生産者が参加した交流会やお祭りの様子を
迅速にお伝えすることに主眼を置いて取り組んでいき
たいと考えています。その際、組合員の皆様方の意見
や感想も反映できれば、より良い報告になると思いま
すので、ご協力の程お願い申し上げます。

ドバックシートから次への課題となることが色々と
見えてきました。新しい交流企画部会体制となり、
至らぬところがありますが、実際の企画交流での場
が前進進歩出来るようにしたいと思います。

さんえすキャンペーン報告
生活クラブ・コモンズ
2014年度第41・42週配達で、さ
んえすクラブ13会員の消費材の
値引き取組みを行いました。重点
品目である豆腐の供給実績は、前
年比103.1％。加工食品と化粧品
は供給目標を達成しました。
生活クラブ・デポー
2014年9月8日 か ら9月13日 に 全

21デポーで行われ、さんえすク
ラブ12会員が参加。
期間中の供給実績は1日平均1346
万円で、前年比110.5％と目標の
105％を上回りました。
福祉クラブ
2015年3月23日から3月27日配達
で、さんえすクラブ14会員の新
規品や特別取組等43アイテムの
供給を行います。

第２回東日本大震災・復興支援まつり

㈱ウエルライフ

石川京子

2014年11月29日（土）ヨコハマ山下公園にて東日本大震災・復
興支援まつりが開催されました。
震災から早や４年がたとうとしていますが、いまだに仮設住宅に
住まわれている方、原発問題も
解決していない状況です。この
問題を風化させないために昨年
に引き続き開催されました。生活クラブ運動グループをはじめ、東北から
の生産者、韓国バルンドゥレ生協等多くの団体が参加しました。さんえす
クラブは会全体としての協賛とともに、８会員がカンパにより協賛し、当
日も10会員が出店しました。あいにくお天気に恵まれず、１時間短縮して
の開催になりましたが、多くの方が来場し復興を願う一日となりました。
2014年12月末現在
（ ）内前年比
2.生活クラブ供給報告（4〜12月累計）
デ ポ ー
18,067円
班・戸配
113億3,094万円
（100.9％）3.福祉クラブ報告
1.生活クラブ組合員人数報告（12月末)
デ ポ ー
36億6,426万円
（104.6％） 組合員人数 16,275人（12月末）
46,251人
班・戸配
計
149億9,521万円
（101.8％） 供給高（4 〜 12月累計）19億2,710万円
デ ポ ー
22,841人
世帯当たり利用金額
計
69,092人
(前年比 101.8％）
班・戸配
27,483円
一人当たり利用金額 13,155円
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