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生協強化月間

平成23年度
期間：10月・11月開催

■ 強化月間中の重点取り組み
■ 各地区別懇談会
生協強化月間の重点活動として各地
区別懇談会を開催しています。
家庭会・共同購入・職域・店舗全て
の組合員の皆さんに、一人でも多く参
加いただけますようにお願いします。
生協活動に関心がある組合員でない
方もお待ちしています。
詳しくは、総務 担当 吉村まで

1
2
3

地区懇談会に参加しましょう
生協への意見、要望をお待ちしています。

防災（減災）について＆食の安全について
多発する自然災害時の対応と、食の安全について学習しましょう。

生協行事に参加しましょう
みんなで参加し、
組合員の輪を広げましょう。

生協を強める会員加入活動（生協会員・メモリアル会員・ふれあいの会会員）、増資活動（出資金）にご協力を
にご協力
ご協力を
を！

■ 強化月間中の主要行事
①地区懇談会の開催

②広島県生協大会（10月28日㈮

10：00〜13：00）

⑴時間

10：00〜20：00の１時間

③ユニセフ

⑵内容

今年度の重点取り組みについて

④第３回コープ店頭フェア（11月24日㈭） 生協各店舗

23年度

ラブウォーク in 因島（11月13日㈰）

協同組合まつり

日時：10月23日㈰ 9：30〜14：30（雨天決行）
場所：大浜アメニティ公園特設会場

新鮮野菜市／塩干・鮮魚／家庭会模擬店／協同組合・協賛団体他

募金活動

美しい島を守る
●受

付

バザー出品のご協力お願いします。

各店舗・共同購入支所・生協センター事務所

親子三輪車タイムトライヤル

参加者募集！

今年度は、協同組合まつりを親子・ファミリーで参加して頂き、参加者及び応援者もみんなで秋の
一日を楽しんで頂きたく企画致しました。多数の参加お待ちしております。
●上記お問合せ 日立因島生協

担当

吉村

☎0845-22-2560 ㈹●
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参加者大募集！
ユニセフ

ラブウォーク in 因島
安郷から因島公園までの約1km

■ 第40回広島県生協大会
日時 10月28日㈮

因島発7：40（土生港）

場所 広島市 YMCA国際文化ホール
内容
第一部
「東日本大震災が発した教訓と今後の課題」中間のまとめ
第二部
「戦争も核兵器もない平和な世界を」市民の集い
〆切 10月7日㈮ 先着45名様

日

時 平成23年11月13日㈰
9時〜11時30分（受付8時30分〜）
※小雨決行
集合場所 安郷因島公園登口
募 金 額 200円（募金）
持 参 物 飲料水、ウォーキングに適した服装、靴
内
容 お楽しみクイズ
（景品あり）
受付期限 10月末日
※保険の関係上必ずお申し込み下さい
主
催 日立造船因島生活協同組合
後
援 ㈶日本ユニセフ協会 広島県支部
日本ユニセフ・ラブウォーク協議会

申込・問合せ
生協センター総務 担当 吉村 ☎ 0845-22-2560㈹

■ 親子お好み焼教室
協賛
オタフクソース㈱

申し込み・お問合せ
生協センター総務

担当

吉村まで

電話

0845‑22‑2560㈹

ユニセフ ラブウォーク in 因島 参加申込書
代表者氏名
電話番号

年齢

参加者氏名

日
時：11月19日㈯ 10時〜13時
場
所：生協センター 3階会議室
募集人員：親子10組限定 先着順
申込・問合せ
生協センター総務 担当 吉村 ☎ 0845-22-2560㈹
※お電話のみの申込となります

■ 第２回ブリザーブド・フラワー教室
第1回は申込者多数の為、
追加開催いたします！

場 所：日立因島労働会館４階（会議室）
参加費：３０００円（材料費）
用 意：木工用ボンド・ペンチ（ワイヤー切断用）
はさみ・作品持ち帰りようの袋
ブリザーブド・フラワー（preserved ﬂower)とは、
タオル（手拭き用）
生花を美しい姿で長時間保存することが出来るよう
参加人員：先着２０名
に専用の溶液を用いて加工された花のことです。
今回はブリザーブドフラワー作りが初めての方を
申し込み・お問合せ
対象にした講座です。
日立因島生協センター 総務吉村・日浦
お気軽にご参加してください。
TEL 0845-22-2560 AM9:00〜PM6:00
日 時：11月8日（火）
午前１０時〜１１時３０分
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夏休み親子工場見学

オタフク本社工場に行ったよ。
日 時：8月19日㈮ 10時〜13時
場 所：オタフクソース㈱
お好み焼館（ウッドエッグ）
参加者：親子17組 35名
今日はおばあちゃん、おかあさんとねえちゃんと
いっしょに、バスで広島にあるオタフクソースという
会社の工場を見に行きました。工場はおおきくてきれ
いでした。いろんなきかいが動いてソースを作ってい
ました。キリンやライオンさんのきかいがあって、ひ
とがいないのに、にもつをじょうずにならべてうごい
ていました。会社のおねえさんがいっぱいおしえてく
れたので、べんきょうになりました。
オタフクのおじちゃんがおこのみやきをつくってくれ
たので、おなかいっぱいにたべました。とってもおい
しかったです。また行きたいです。 （小１年川口）

ふれあいの会応援出店

NPO遊喜の会
「多機能ひだまり夏まつり」
８月20日㈯、小規模多機能ホーム「ひだま
り」で、ふれあいの会も協賛し、夏まつりが
行われました。
焼とりと枝豆を販売し、
当日は大変にぎわいました。
来年は、皆さんもおいで
下さい。

第7回日立因島生協杯

近島親善ゲートボール大会
場
9月4日㈰ 会中庄すぱーく因島
今年で第７回を迎える、近島親善ゲートボール大会は、因
島生協営業エリアの因島各地、向島地区、瀬戸田地区、上島
町弓削より18チーム115名の参加により白熱したゲームが
展開されました。鴻Aチームは昨年に続いての優勝です。

結果発表

1 鴻Aチーム
2 ゆげ島Aチーム

3 水軍Bチーム
4 三庄チーム
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■ お知らせ

9月25日㈰上期決算棚卸のため午後2時全店閉店させていただきます
（※パレット・ミーツは通常通り営業）

生協店舗を賃貸します

募集中！

店名

右記の生協の施設を賃貸いたします。
お問い合せ・ご希望の方
日立造船因島生活協同組合
総務部 藤井 ☎0845-22-2560

住

所

宇和部店 尾道市因島土生町1456‑4
田熊店

尾道市因島田熊町1300

家老渡店 尾道市因島三庄町3763‑46
蘇功店

尾道市因島中庄町蘇功5018‑3

旧弓削店 上島町弓削下弓削244

コープメモリアル会員

生協各店舗又共同購入でも受付致します。

会員募集中！
●会員コース価格をご利用頂けます。
●100歳（享年）以上の方長寿を哀悼しコース葬儀料を半額とします。
●コープメモリアルホールの使用料が無料です。
●ご近所会葬者の送迎マイクロバスを無料運行します。
●葬儀時に生協より花環をお供え致します。
●返礼品・仏壇、仏具などの会員特典があります。
●月々の積立もできます。
●他団体の積立互助会を脱退された会員は、葬儀施行時に解約手数料
を値引き致しますのでご安心下さい。
●24時間いつでも、施行受付いたします。

坪数

賃料(月当)

約72坪

100,000円

約110坪

200,000円

約40坪

60,000円

約30坪

120,000円

約52坪

80,000円

(税別)

簡単な手続きで会員になれます。
（会員証発行）
＊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）

ご利用

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。

有

葬儀について施行１回、
ご利用できます。

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。

効

お申込み・お問合せ先

〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町3185
〒722-2411 尾道市瀬戸田町沢宮沖213番1-4-5

TEL

0845-24-1194 FAX 0845-24-3033

■「ふれあいの会」8月の活動報告
依頼件数 54件
実働時間 138.5時間
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ろうきんからのお知らせ

貯めて美味しい
ろうきんの積立
Ａ賞
Ｂ賞

生活応援バンク

中国労働金庫

（計200名様）
に
抽選で毎回50名様

さらにA賞に当選されなかった方の中から、年金積立をご利用の方を
対象に抽選で毎回10名様（計40名様）
に名産品をプレゼント

対象期間

2011年4月1日〜2012年3月30日

対象預金

年金そな衛門・ドレミ協奏曲・財形貯蓄・エース預金

※期間中に 4 回抽選を行います。

積立額を増額

14

9

または

すると

今なら︑ろうきんの積立預金を

13

9

新規でご契約

22

9

抽選で全国の名産品が

23

9

当たる

25

10

これからの行事予定

40 28

10

︵パレット・ミーツのみ通常営業︶

10

月 日㈫
理事会
月 日㈬
職員リーダー接遇研修会
月 日㈭
第２回コープ店頭フェア
月 日㈰
上期決算棚卸全店 時閉店

10

家庭会役員会・商品選定委員会

10

月 日㈫
ブリザーブド・フラワー教室
月 日㈭

月 日㈯
上期決算監査
月 日㈰
協同組合まつり
月 日㈫
理事会
月 日㈮
第 回広島県生協大会
10

内
容
草取り・台所片付け・掃除・トイレ・風呂
（依頼の多い順） 買い物・ゴミすて・病院付添い

