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64回

通常総代会終了
第64回通常総代会が６月13日㈬に日立因
島労働会館4階会議室において104名（内
委任状4名、書面議決書提出者12名）出席
のもと開催されました。
ご来賓に平谷祐司宏尾道市長他多数の方
にご臨席いただきました。
第１号議案から第５号議案まで全議案承
認されました。平成24年度生協を取り巻く
環境は，新規競争店の参入による競争激化
や不況の深刻さが続き、さらに厳しさが予
測されます。店舗事業の構造改革や効率的
な生産性と人材育成向上に取り組み，さら
に組合員の支持される日立因島生協を目指
していきます。

事業の経過及びその成果
世界的な金融・経済危機の影響を受け、外
需主導型の日本経済は低迷が続いています。
また、日本の総人口の減少、高齢化・少子化
の進行などにより単独世帯化、人と人のつな
がりの希薄化など地域社会の状況は急速に変
化しています。
東日本大震災に際して、被災地の生協は、
組合員をはじめ地域の人々のくらしを支える
ために懸命に努力しました。また、私たち被
災地以外の生協では、物資の不足による欠品
などを理解し、さらに被災地の経済的復興を

平成23年度

支える支援企画に取組みました。
組合員のくらしが引き続き厳しい状況にあ
り、流通他社との競争も厳しさを増す中で、
商品力の強化や売場の改善に取組みました。
このような状況の中、供給高は31億2,559万円
（前年比99.3％）が確保できました。

平成22年度 平成23年度 前年対比
組合員数
13,290人
13,348人 100.4％
出資金
380,484千円 383,836千円 100.9％
供給高 3,147,046千円 3,125,591千円 99.3％

⑴出資配当金を受けられる組合員は、本事業
年度末（平成24年３月31日）に在籍する組
合員かつ総代会当日（平成24年６月13日）
の在籍組合員とします。
⑵出資配当金の計算は、月割り計算とし各人
の出資金に振り替えるものとします。
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■ 一緒に行きましょう！

■ 参加者募集

日立因島生協の2012年平和活動

平和の集まり

因島市民平和行進 「虹のひろば」へ
日時：7月29日㈰ 8時45分集合
場所：因島総合支所前

「虹のひろば」
とは、被爆地ひろしまから、世界に向けて
「核廃絶」
と平和の尊さを発信する全国の生協組合員の
集まりです。今年はあなたも
「平和のひろば」
に参加しましょう！

行進：因島総合支所〜労働会館まで
（約1.6㎞）

日時：8月5日㈰ 因島10時出発

〆切：7月16日㈪

場所：広島市中区 県立総合体育館（グリーンアリーナ）

行進時間：9時10分〜9時50分

〆切：7月20日㈮

平和の集い：10時〜11時30分 労働会館4階

開催時間：1時30分〜4時 因島到着時間6時予定

内容：平和の絵・川柳展示、平和活動、生協活動展示

参加費：大人 1,000円

問合せ先 日立因島生協センター事務所又は各店舗

問合せ先 日立因島生協センター事務所又は各店舗

担当 吉村・日浦 ☎0845‑22‑2560㈹

担当 吉村・日浦 ☎0845‑22‑2560㈹

子ども 500円

テーマ「平和」についての「絵」と「川柳」を募集します！
＜平 和 の 絵＞
小学生までのお子さんに平和と思う気持ちを絵にしてご応募くだ
さい。
＜平和の川柳＞
皆さんが思う平和に関するもので川柳にしてください。
応募資格
＜平 和 の 絵＞小学生まで
＜平和の川柳＞年齢不問どなたでもご応募ください
応募点数
お一人様何点でも受付
応募規定
未発表で自作のものに限ります。
応募作品の紹介には、原則・名前・居住地区を紹介します。
画
材
＜平 和 の 絵＞画用紙八つ切りサイズ（38㎝×27㎝）
＜平和の川柳＞用紙は自由です。
※応募作品裏に名前・年齢・TEL・住所をご記入下さい。
応 募 先
生協各店舗・共同購入支所担当者・生協センター事務所までご応
募ください。

〆
切
７月16日㈪必着
選考と入選発表
７月29日㈰開催平和のつどい会場（労働会館４階）に展示し、審
査を行います。
８月の生協機関紙で発表いたします。
＜平和の絵＞は各店舗へ展示いたします。
入賞点数
最優秀賞：各１作品（賞状と記念品）
優 秀 賞：各２作品（賞状と記念品）
参 加 賞：全員にプレゼント

お問合せ先

日立因島生協 センター事務所又は各店舗
TEL0845-22-2560 担当 吉村・日浦
※作品の返却はできません。
ご了承願います。
※用紙に記入された個人情報は、
受賞者の連絡用に使用いたします。

コープ店頭フェア

６月２８日㈭
！ みなさんご利用をお願いします。
開催！
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行事報
行事報告
報告
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第14回ビーチボールバレー大会
6月10日㈰第14回ビーチボールバレー大会が、40チーム（総勢160人）の
参加で開催され、体育館内は熱気に満ちたプレーで盛り上がり終了しました。

Aブロック 男女混合（30代以下男子）の部
優勝 ワイルドおくちゃん
準優勝 空
３位 フェアリーB・ペアレンジャー
Bブロック 男女混合（40代以上男子）の部
優勝 フェニックス 準優勝 ワン ３位 スリー
生協店舗の部
優勝 重井店 準優勝 生名店 ３位 常勤理事

行事報告

Aブロック男女混合の部 優勝 ワイルドおくちゃん
毎年楽しみに生協杯に参加
させてもらって、昨年に引き
続き２連覇。
優勝出来て、楽しかったで
す。
Bブロック男女混合の部 優勝 フェニックス
この大会を企画運営していただい
た生協の皆様に、心より御礼申し上
げます。参加し、今大会に優勝出来
たことを光栄に思います。
ありがとうございました。
生協の部 優勝 重井店
組合員さんとわいわい楽し
く試合ができてしかも重井店
初めての優勝！お米をもらっ
て感激しました。

平成24年度

会
ふれあいの会総会

第11回ふれあいの会総会が、26名の参加者のもと５月24日㈭
㈭
恵
日立因島労働会館４階会議室において遊喜の会理事長村田理恵
と
様にご来賓いただき開催されました。平成23年度の活動報告と
援
平成24年度の活動方針が決定され、多様化する会員からの要援
助に対応する為，活動会員を多く募る努力が採択されました。
本
総会終了後は尾道市南部地域包括支援センター、看護師西本
昌子様、社会福祉士戸田清貴様・井上健太様より「エンディン
ン
グノートについてと介護予防体操」の講演で、将来のことや、
介護はする方も受ける方も共に高齢化する昨今、お互いの体を
を
大切にすることの大事さを教えていただきました。

活動
報告

依頼件数 53件 実働時間 111.5時間
内 容 部屋掃除・洗濯・台所片付け・買い物・庭草取り
ゴミ出し・風呂、トイレ掃除

活動報告
生協各店舗より回収された「トレイ」と「牛乳パック」
を家庭会・環境活動グループの皆さんに仕分けをしていた
だきました。
整理数量 「トレイ」150ℓビニール袋に７袋
「牛乳パック」 1,764㎏
（30ℓダンボール箱約100箱）
仕分けを手伝われた家庭会組合員さんの感想
「トレイ」や「牛乳パック」の中へ回収できない不用品
の混入や汚れてリサイクル出来ない物があまりにも多くて
ビックリしました。回収ボックスに入れる前に十分気を使
いましょう。

家庭会 環境活動グループ
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接客研修を１年間実施！！
日立因島生協では今、全職員を対象に組合員のみなさまの信頼
と満足度にお応えすることを目標に、毎月外部講師を招いて接客
研修を行っております。毎日のくらしのお手伝いを提案する生協
の職員として、一人ひとりが自覚し誠意を持って、お客様のご期
待にそえる接客に努めてまいります。

各種会場をご用途に合わせてお選び下さい

５名様以上
予約受付中
おむすび付オードブル

■お座敷
（桐桜の間：20名様まで）
（松竹梅の間：35名様まで）

にぎり盛合わせ

■３階小ホール
（30名様まで）

オードブル・会席

お料理

3,000円より各種承ります。

旬の味と美味しいお酒

■４階大ホール
（100名様まで）

おもてな
し
の
心
を
大切に

■椅子席
（28名様まで）

心を込めた
四季折々の味で
ご奉仕いたします︒

オードブル

●ご家族、友人仲間のグループ。会社・各種団体の懇親会などお気軽にご利用ください。
用ください。
●お料理の内容、ご予算などご相談に応じます。
〒

ビール・焼酎・ソフトドリンクなど…

100分
日立造船因島労働会館3F
TEL/FAX 0845-22-3271

※10名様以上送迎いたします。

★

●広銀

お座敷会席料理

※表示価格は消費税込みの価格です。
※季節や仕入れの都合により、
お料理の内容が多少変わることがございますので
ご了承下さい。

平成二十四年度

コープメモリアル会員

因島労働会館3F

●警察
●港湾ビル

■ プラス1,500円で

飲み放題

生協各店舗又共同購入でも受付致します。

会員募集中！
簡単な手続きで会員になれます。
（会員証発行）

家紋入れ
承ります
（家紋代別途）

＊一般の方は、
生協組合員にご加入下さい。

入会金

不要です。
10,000円（事前入会） ＊年会費や月々の掛け金は、
＊入会・脱退、
随時可（脱会時全額返金）

施行時入会金は、
30,000円となりますので事前入会をお薦めします。

ご利用
有

効

メモリアル会員および、
ご家族のみなさまにご利用頂けます。
葬儀について施行１回、
ご利用できます。

お申込み
お問合せ先

家紋提灯はお早めに

〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町3185

家紋は手書きです。
お早めにご注文下さい。
出来上がりに２週間ほどかかります。

日立因島生協
〒722-2411 尾道市瀬戸田町沢宮沖213番1-4-5

TEL
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これからの
行事予定
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家庭会環境活動グループ
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月 日㈭
理事会
月 日㈯
虹の会
︵ＯＢ会︶
総会
月 日㈫
介護保険勉強会
月 日㈭
コープ店頭フェア
月 日㈮

7

牛乳パックリサイクル
月 日㈮
協力会総会
月 日㈪
家庭会役員会

7

0845-24-1194 FAX 0845-24-3033

すべて
家紋代金は
別途いただきます

讃岐屋

土 生 店
中 庄 店
せとだ店

TEL 0845‑22‑9367
TEL 0845‑24‑0919
TEL 0845‑27‑4194

（年内無休）
定休日（水曜日）
定休日（木曜日）

ろうきんからのお知らせ

◆生協組合員さんを応援◆

●ろうきんの生協ローン●
低金利で100点満点応援中

教育ローン

カーライフローン 低金利で安全運転応援中！
◆全国の名産品が当たる積み立てキャンペーンも実施中！◆

