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新春を祝う会に参加して
さんえすクラブ会長

㈱浜食

中村 秀一郎

平成30年1月11日、生活クラブ運動グループ2018年新春を祝う会に出席しました。
当日は暖かい日差しの中、新横浜国際ホテル南館に大勢の方々が集まり、盛大な会
となりました。
両生協の理事長の挨拶から始まり、来賓の方のご祝辞へと進み、いよいよ鏡開きが
始まりました。
今回も鏡開きと乾杯の発声を依頼されており、一生懸命考えてきた内容が来賓の方
の挨拶と被ってしまい、修正しながらの短い内容になってしまいましたが、皆様の元
気な乾杯のご唱和を頂き、無事に大役を務めさせて頂きました。
乾杯の後は和やかに歓談の時間が進み、途中で来賓の紹介や復興支援活動の報告が
行われ、会津電力株式会社の佐藤彌右衛門様が登壇してお話しをされました。
その後は福祉クラブ生協・各地域生協の活動アピールが賑やかに行われ、熱意のこもったアピールに力を頂き
ました。
楽しい時間はあっという間に過ぎてしまうもので、半澤専務理事より閉会の挨拶があり、15時に閉会となり
ました。
毎年思う事ですが、生活クラブ運動グループの皆様はとてもエネルギッシュで、我々生産者は本当に元気を分
けて頂いていると感じます。
今年も生活クラブ運動グループの皆様のご活躍を心より祈念しております。また、さんえすクラブ会員の皆様
にも、さんえすクラブの活動に今後ともご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

2017年度さんえすクラブ定期総会を開催しました
2017年9月21日（木）オルタナティブ生活館にて、第31回さんえすクラブ定期総会を開催し、2016年度
の事業活動報告、会計・監査報告と、2017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。また、改選期にあたる今回、下記役員体制が承認されました。
会
長
中村秀一郎（㈱浜食）
副 会 長
山崎 雅文（㈱ニッコー）
事務局長
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第7回さんえすまつり
（交流会プレゼン企画）を開催しました
■開催日時：2017年12月4日（月）10時〜 13時
■開催場所：生活クラブ オルタナティブ生活館

チャート

↓

10：00 集合・全体会（スペースオルタ） グループ単位で各会場へ移動
▼

開催

▼ ▼ ▼

2017年も、さんえすクラブ主催による
「さんえすまつり」を開催しました。さ
んえすクラブからは、会員15団体から
24名が参加。生活クラブ生協、福祉ク
ラブ生協からは、理事・組合員リーダー・
ワーカーズの方々など、94名というお
おぜいの参加をいただき、好評裏に行
う事ができました。

10：45 分散会

11：40 個別ブースでの交流・試食会

12：00 個別相談会

13：00 終了

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：67名（71名）
※かっこは昨年実績

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：0（3）
】
よく知っている：23（29） なんとなく聞いたことがある：27（24）
全く知らない：16（15）
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：1（3）
】
わかる：22（33） わからない：43（35）
さんえすまつりの参加は？【無回答：1（0）
】
はじめて：51（54）
2回目：11（12）

3回目：4（3）

4回目：0（2）

さんえすクラブの交流会に参加したことがありますか？【無回答：4（0）
】
（基本的には3生産者以上で行なう単協独自開催のことです）
ある：20（29）
ない ：39（39） わからない：3（3）
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：2（4）
】
した方が良い：61（62）
しない方がよい：3（1）
わからない：1（4）
会場の案内に問題はありましたか？【無回答：4（4）
】
ある：4（11）（ある場合は具体的に記入をお願いします）
ない：57（56）
さんえすクラブの交流会は理解できましたか？【無回答：1（2）
】
できた：66（69）
できない：0（0）
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：2（7）
】
できる：63（69）
できない：2（1）
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：2（0）
】
したい：54（63）
しない：1（2）
わからない：10（6）
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生産者の方と直接お話しができて、さらに消費材に興味を持つことができ、大変良
かったです。

ご意見

沢山の生産者とお話が出来て、知らなかったことがわかり興味がでた事が増えまし
た。今後の交流会に役立てて行きたいと思います。

試食会の時間が短くて、全てをじっくり見てまわれず残念でした。認識していなかった生産者とお話しが
聞けたのは良かったです。
生産者との交流会、学習会はとても有意義で大切なもので得る物が多く感じていますが、さんえす交流会
として2 〜 3社を一緒に開催する意義がよく理解できません。限られた時間の中では一社への理解が浅い
ものになってしまうので、一社のみでの交流会を進めていかれるよう案内の中に記していただけると良い
かと思います。生産者の方々の愛社精神が至る所に感じられ素敵でした。ありがとうございました。
大満足です。生産者のお話を聞く機会は組合員にとってとても貴重です。こういう機会や交流会を持ちた
いです。何ができるとはっきりわかりやすく伝えてもらえるほうが助かります。こちらのニーズに合わせ
てより、何ができるか知りたい。
資料は全員分欲しいです。グループが違うとプレゼンが聞けないのが残念・・・。とても勉強になりました。
まだ、組合員になって一年ちょっとなので自分で使ったり食べたり知っている物しか人に勧められないの
で、自分の為にも組合員を増やす為にもこういった場が必要不可欠だと思います。
新しいメニュー提案などがあり、大変興味深かったです。
もっともっと生産者さんのお話を聞きたかったです。また、こんな交流会ができますといった例が知りた
かったです。
分散会では企業の紹介も興味深いが、交流会でどのような
ことが出来るのか？の方を重点的に聞けると嬉しい。試食
しながら生産者と話ができて、好きに回れるシステムはと
てもよかった。参加してみて良かったです。ありがとうご
ざいました。もっとたくさんの人に参加してもらえるよう
すすめたいです。
昨年より分散会でお話を聞くことが出来る生産者さんの数
が増えて嬉しかったです。委員で無い人もくれるようにし
てほしいです。

औ॒इघऽणॉฐ
さんえすクラブ交流企画部会リーダー
㈱ニッコー

山崎

雅文

お陰様で、今回も沢山の皆さんにご参
加を頂きまして、この場をおかりして御
礼申し上げます。回も重ねるごとに新し
い発見や課題も出てきて今後の継続の意
味も含めて良い時間を頂きました、あり
がとうございます。
理事、組合員の皆さんも新しくなり我々
生産者も次回に向けてまた新しい提案や交流が出来るように進歩出来ればと思っております。今年も一年を通して
新たな発見があり、そしてより楽しく勉強も出来るつながりがもてると嬉しいです。
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औ॒इघऽणॉभ০पणःथ

生活クラブ生協 事業部
さんえすクラブ事務局担当 島岡
之

さんえすまつりは今年で７回目を迎えました。
今年もおおぜいの方々の参加があり、皆さんの協力により無事に開催する事ができました。
今回、いただいたフィードバックシートのご意見はさんえすクラブでしっかりと受け止め、
よりより企画に繋げていきます。
「まつり」と聞くとお財布を持って…といったイメージですが、このさんえすまつりは一味違います。ご存じ
の方も多いと思いますが、
「各地域でのさんえす交流会開催につなげる」ことをテーマとしています。
今回の「さんえすまつり」をこれからの「さんえす交流会」の活性化につなげていく事が大切です。
「さんえす交
流会」は２〜３生産者以上のパッケージ企画で、
「一度に色々な生産者から話が聞ける」
、
「生産者同士の横のつなが
りがわかった」
、
「さんえすクラブの活動を知る事ができた」など通常の生産者交流会とは一味違った、情報盛り沢
山の企画です。組合員の皆さん、事務局の皆さんも企画できますので、引き続きの活用をよろしくお願いします！
さんえすキャンペーン報告

さんえす懇親企画バーベキュー大会

さんえすクラブの認知度を高め、利用を推進を行う
キャンペーンを生活クラブ・福祉クラブと連携して実
施しました。
生活クラブでは、2017年７月３
回、４回配達取組み、７月に22
デポー 46回交流会に参加して好
評価を頂きました。2018年度も
７月に実施されます。福祉クラブ
でも、昨年に引き続き、2018年
３月配達取組み、１月〜３月にか
けて、各地で交流会に参加してい
ます。
（2018年１月８日には、組
合員リーダー向け「交流会アピー
ル」集会にも参加しました。
）

2017年８月26日今回も生活クラブ農産物協議会の大
久保さんの畑で開催され、総勢38名が参加して、さ
んえすクラブ会員と両生協組合員や職員の方々と楽し
く親睦を深めました。

ふくしまつり
2017年６月４日
（日）
に開催された「ふく
しまつり」22会場へ
さんえすクラブ会員
15社 が 参 加 し ま し
た。

……… 復 興 支 援 ま つ り ………
2017年11月11日（土）、みなとみら
い臨港パークで東日本大震災復興支
援まつりが開催されました。今回から
会場が変わりましたが、とても多くの
来場者が訪れて大盛況でした。さんえ
すクラブからは会員６社が出店して、
まつりを盛り上げました。
2017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
17,363円
班・個配
180億4,091万円（98.2％）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
39億4,526万円（99.3％） 組合員人数 16,468人（12月末）
班・個配
50,476人
計
157億8,617万円（98.5％） 供給高（4 〜 12月累計）18億8,603万円
デ ポ ー
25,714人
世帯当たり利用金額
計
76,190人
(前年比98.9％）
班・個配
26,392円
一人当たり利用金額 12,708円
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