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心を込めた
四季折々の味で
ご奉仕いたします︒

おもてな
し
の
心
を大切に

オードブル

■椅子席
（28名様まで）

■４階大ホール
（100名様まで）

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

http: www.innoshima-seikyo.com

生 協 理 念

ご予約受付中！

旬 の味 と美味 しいお酒

おいしい旬の味覚はいかがですか？
各種会場をご用途に合わせてお選び下さい

2013年（平成25年）4月20日

発

〒

●港湾ビル

■ プラス1,500円で

日立造船因島労働会館3F
TEL/FAX 0845-22-3271

★

●広銀

印

平 成
25年度

75名
参加

お座敷会席料理

木下 惠子（土生東エリア）
巻幡 照子（土生西エリア）
野村 陽子（三庄エリア）
神尾 容子（神田エリア）
山本美和子（家老渡エリア）

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

０１２０
‐
１７７
‐
６１８

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
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。

（担当：橋本）

葬儀について施行１回、
ご利用できます。

ふ れ あ い の 会

〒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

刷 ㈱クリエイティブ因島支店

４月12日㈮AM９時30分〜10時30分平成25年度組合
員総会を日立因島労働会館にて開催。
24年度活動報告、25年度運営方針を承認いただきま
した。ご来賓に広島県生活協同組合連合会専務理事
高田公喜氏、中国労働金庫尾道支店支店長松浦美登
氏、NPO法人遊喜の会小規模多機能ホームひだまり
代表村田理恵様、㈶広島県勤労者福祉推進協会因島
分室支店長代理村田幸治氏、日立因島生協協力会会
長濱岡利治氏にご臨席いただきました。
総会内容の活動報告ならびに運営方針・予定行事
は先月発行３月の機関紙に掲載しております。
（各店舗に置いてあります。）

田頭 節子（重井エリア）
松本智恵子（弓削エリア）
福羅七三枝（生名エリア）
沢田 栄子（岩城エリア）
西河 優子（生口エリア）

コープ講演会

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）

お申込み・お問合せ先

広

平成25年度運営委員長

生協各店舗又共同購入でも受付致します。

効

龍

組合員総会全議案承認！

コープメモリアル会員

有

野

No.401

※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。

会員募集中！

岡

編集者 機 関 紙 編 集 委 員 会

因島労働会館3F

●警察

所

TEL 22‑2560 FAX 22‑2174
発行人

3,000円より各種承ります。

題 120分
飲み放
※10名様以上送迎いたします。

行

日立造船因島生活協同組合

●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…

（１）

依頼件数 54件
実働時間 104.5時間
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これからの
行事予定

月 日㈮
理事会
家庭会組合員加入促進
・増資活動
︵フレニール︶
月 日㈯
職員研修会
月 日㈮
月 日㈯
アメニティ公園まつり
青空市︵生協出店︶
月 日㈭
家庭会役員会
月 日㈮
ふれあいの会総会
5

4月12日㈮組合員総会後引き続き、53名の方が参加されコープ講演会を開催しました。
3月の活動報告

内 容（依頼の多い順）
身のまわりの世話、洗濯、部屋掃除、買物、
雑草取り、ゴミ出し

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

介護との向き合い方について

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！◆

演題：介護との向き合い方について
「介護の基礎知識・介護の心構え
無理をしない介護」

講師：尾道市南部地域包括支援センター
主任介護支援専門員

要垣内

智子 様

内容は、高齢化社会のなか介護が生活に関わる
重要な問題になりますが、いつ終わるともわから
ない長い道のりだから、介護を長続きさせること
が必要となります。
そこで “がんばらない介護生活” 介護は一人だ
けで背負い込まず、家族皆で介護分担すること
や、プロに頼り積極的にサービスを利用するこ
と、地域の皆さんの理解を求めること等を分かり
やすくご講演頂きました。

（２）

2013年（平成25年）4月20日

4月より異動しました。地域の組合員さんよろしくお願いします。
弓削店 店 長 作本 究
弓削地区組合員の皆様により一層ご利用
しやすい店作りを目指して店内レイアウト
も変更し、精一杯頑張りますので、よろし
くお願いします。

フレニール 次長 住田雅史
不慣れでご迷惑をおかけしますが、とに
かく早く慣れるようにがんばります。よろ
しくお願い致します。

弓削店 副店長 弓場一夫
弓削店勤務は初めてな為、勝手が違い戸
惑っておりますが、１日も早くなれて組合
員の皆様に貢献したいと思っております。
何かご要望があればご遠慮なくお申し付け
下さい。

生名店 店長 長谷輝吉
生名店は始めての勤務ですが、元気と笑
顔でお迎えし、組合員の皆さまに愛される
お店作りを心掛けます。ご要望がございま
したら遠慮なくおっしゃって下さい。よろ
しくお願い致します。

平成24年度

コープフェア結果
◆ 第４回コープフェア

2,780,251円

昨年対比

3月28日㈭

113.6％

◆ コープフェア24年度 4回合計

10,723,983円

◆ 平成25年度コープフェア開催予定
第１回 ６月27日㈭
第3回 11月28日㈭

昨年対比

109.1％

フェア事前の予約拡大が供給高をアップさせま
した。平成２５年度コープフェアも引き続き、お
得な事前予約のご協力をお願いいたします。

第２回 ９月26日㈭
第4回 ３月27日㈭

家庭会運営委員さん、組合員さんのご協力・ご利用ありがとうございました

第15回 ビーチボールバレー大会
参加者大募集！
！
開催
日時 平成25年6月9日㈰

2013年（平成25年）4月20日

（３）

ご案内 平成25年度ふれあいの会総会
日

平成

時

25年5月17日㈮

9時30分〜11時20分
場

所

日立因島労働会館4階会議室
今回で12回を迎える｢ふれあいの会総会｣が日立因島労働
会館で行われます。組合員の高齢化の進む因島・上島町
において「ふれあいの会」の活動は、要望も多く多様化
しております。活動や会の利用方法など関心をお持ちの
方多数出席をお待ちしております。

24年度班長研修旅行
日

時

場

所

25年3月17日㈰

平成

兵庫県姫路市・姫路城と周辺
参加者

班長・運営委員44名
職員6名
１年間班長・運営委員のお仕事ありがとうございました。今後ともご協力お願いします。

申込・お問合せ

生協センター総務 担当 吉村まで
☎0845‑22‑2560

9時開始

開催 勤労青少年ホーム
体育館
場所
（因島重井町）
■チームが定員になり次第期限を待たずに終了の場合があります
■参加申込用紙は生協各店舗及びコパル担当者、事務所まで

登録人数

応募概要

募集チーム

Ａ男女混合チーム

先着16チーム

（男子30代以下女子フリー）

募集チーム

Ｂ男女混合チーム

先着16チーム

（男子40代以上女子フリー）

各チーム４名（男2名女2名）
又は（男1名女3名）
参加資格 日立生協営業エリア内に住まいの
組合員の方
申込締切 平成25年5月20日㈪ 最終

三井造船生協くらしの助け合いの会来協

日立因島生協ふれあいの会との交流懇談会開催
３月14日㈭三井造船生協（岡山県玉
名市）くらしの助け合いの会メンバー
13名の皆さんが、来協され、日立因島
生協ふれあいの会のメンバー11名と交
流を深める懇談会を開催いたしまし
た。お互いの活動について活発な意見
交換が行われました。懇談会終了後、
フレニール店舗を見学されました。
（昨年、日立因島生協ふれあいの会メ
ンバーが玉名市の三井造船生協を訪問しております。懇談会は２回目となります。）
ふれあいの会の活動についてのお問合せ 生協センター内事務局

☎22‑2560
（担当：日浦まで）

（２）
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※10名様以上送迎いたします。

行

日立造船因島生活協同組合

●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…

（１）

依頼件数 54件
実働時間 104.5時間
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これからの
行事予定

月 日㈮
理事会
家庭会組合員加入促進
・増資活動
︵フレニール︶
月 日㈯
職員研修会
月 日㈮
月 日㈯
アメニティ公園まつり
青空市︵生協出店︶
月 日㈭
家庭会役員会
月 日㈮
ふれあいの会総会
5

4月12日㈮組合員総会後引き続き、53名の方が参加されコープ講演会を開催しました。
3月の活動報告

内 容（依頼の多い順）
身のまわりの世話、洗濯、部屋掃除、買物、
雑草取り、ゴミ出し

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

介護との向き合い方について

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！◆

演題：介護との向き合い方について
「介護の基礎知識・介護の心構え
無理をしない介護」

講師：尾道市南部地域包括支援センター
主任介護支援専門員

要垣内

智子 様

内容は、高齢化社会のなか介護が生活に関わる
重要な問題になりますが、いつ終わるともわから
ない長い道のりだから、介護を長続きさせること
が必要となります。
そこで “がんばらない介護生活” 介護は一人だ
けで背負い込まず、家族皆で介護分担すること
や、プロに頼り積極的にサービスを利用するこ
と、地域の皆さんの理解を求めること等を分かり
やすくご講演頂きました。

