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あけまして
おめでとう
ございます
理事長

岡野

龍広

新年明けましておめでとうご
ざいます。
みなさまには、平素より生
協の事業活動に対しまして格
別のご支援ご協力を賜り、こ
ころから感謝申し上げます。
昨年は東日本大震災による
未曾有の大震災が発生するなど、激動の一年と
なりました。みなさまには支援募金にご協力い
ただきありがとうぎざいました。募金活動は引
き続き行います。また３月１１日１４時から
ポートピアはぶ１階において、地元バンドによ
るチャリティーコンサートを行いますので多数
のご来場をお願いいたします。
さて、今年は因島生協を取り巻く環境は今ま
でにない厳しさになるものと思います。基幹産
業である造船業界が厳しい状況になると予測さ
れ、また競争店の新たな出店が計画されており
ます。この厳しい状況を変革のチャンスととら
え、役職員一丸となり経営基盤の強化を目指し
頑張ります。特にフレニール店を中心に食品店
舗の強化を重点課題として取り組みます。
地域・職域のみなさまに満足していただける
よう、安心安全で高鮮度商品
が提供できる店舗運営を行っ
ていきます。
今年もなにとぞ因島生協の
ご利用ご協力をお願い申し上
げます。

家庭会役員会議長

木下

惠子

組合員の皆さま あけまして
おめでとうございます。新たな
年の初めを健やかに，迎えられ
たこととお慶び申しあげます。
穏やかで風光明媚な瀬戸内に住
む私たちは，とても暮らしに恵
まれていると感じております。
昨年は日本中で自然災害が多発し多くの方が
被害を受けられました。いまだ暮らしの再建の
途中にあります，ご苦労を重ねておられる皆さ
まにお見舞い申しあげます。特に３月の東日本
大震災という未曾有の大災害は甚大な被害と尊
い人命が失われました。被災後すぐに始めまし
た，義援金活動に生協家庭会組合員の皆さまを
はじめ，関係者の方々にご協力いただきありが
とうございました。しかしながら復興までの，
道のりは遠く息の長い支援活動が必要です。私
たちの力を合わせて出来る限りの支援を行って
まいりましょう。生協の運営はまさに人と人の
つながりや絆づくり・助け合いだと思います。
また，生協を支えているのは私たち組合員の出
資金と生協の利用です。生協がより堅固にそし
て自分たちの暮らしを守るためにも，組合員一
人ひとりのご理解とご協力も合わせてよろしく
お願いいたします。
組合員の皆さまには，くれぐれもご自愛いた
だきまして，今年一年が心身ともに健康で，幸
せの多い年になりますよう，心よりお祈り申し
あげます。

（２）

2012年（平成24年）
1月20日

平成24年度

行動指針

5Sの徹底により
作業効率を向上させる。
今年一年職員一同頑張りますのでよろしくお願いいたします

総務部

藤井 孝司

モットー
①事務効率化を阻む要因の分析
②効率的業務の設定
抱 負
24年度の総務部は、単なる事務処
理から脱却し、発信 提案 改善を
行い、付加価値向上を目標とします。その為に、
事務管理の生産性をいかに高めるかという事に、
重点を置きモットーを設定しました。

商品部
モットー
創意・工夫で利益・供給高追求

フレニール

神原 康夫

モットー
接客力＆商品管理力アップで競合力
の底上げを目指す
抱 負
今年は競合出店があり、大変厳し
い年になると予測されます。
強い敵と戦う事がどう言う事か…？、真剣に考
えなければなりません。
「知恵と汗」を出す時が来ている事を全員で自
覚し、サービス業で大切なこと、大に勝てること
を確実に物にして行き、来年の正月に美酒が飲め
るようにして行きましょう。
昔のことわざに、
「知恵のある者は知恵を出せ、
知恵のない者は汗を出せ、
両方ない者は去れ！」
これからは全て自分との戦
いになります。頑張りましょ
う。

三庄店

村上英一郎

モットー
いきいきとした職場作り
抱 負
三庄店は、みなさまに快適にお買
い物できるようなお店作りを心がけ
ます。
24年も三庄店を宜しくお願いいたします。

弓削店

住田 雅史

モットー
仕事への意識改革
抱 負
新年明けましておめでとうございま
す。2012年が始まりました。本年度
もよろしくお願いいたします。
今年弓削店にとって、大きな挑戦の年になりま
す。職員一同気合をいれ、仕事に対し、厳しく同
時に笑顔で楽しむことを大切に又、関わる方全て
に感謝し突き進んでいきたいと思います。

生名店

弓場 一夫
モットー
１日１０分クリンネス
抱 負
礼儀のなかにも親しみのある接客
をし、組合員さんの冷蔵庫代わりに
なれるように頑張ります。

重井店

長谷 輝吉
モットー
きれいな店作り
清掃の徹底・整理された商品陳列を
心掛けよう
抱 負
お客様が来店されて、気持ちよいお
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店作りを心掛けます。１日何度でもお越し下さ
い。お待ちしております。

共購部

越智 一正

モットー
全員の知恵と力を合わせて出来ない
事は無い！出来ないは禁句！
どうすれば出来るか全員で考える
抱 負
昨年の共同購入は、個性豊かな若
者が３名チームに仲間入りし、支所長を中心に先
輩方の個人指導の下、
大きく飛躍した1年でした。
今年度は、共同購入システムの改革を検討し、
高齢者の方々及び御家族の方々に安心してご利用
頂ける様、個別配送システムの構築を推し進め、
人に優しい共同購入をスタッフ全員で目指します。

パレット

岬 月子

モットー
素敵な笑顔に元気な挨拶で地域一番店！
抱 負
２周年を迎える今年度は競合店出
店などで大変厳しい年となりますが、
組合員様に支持して頂きながら「売上目標達成！」に
向かってスタッフ一同一丸となってがんばります。

ミーツ

メモリアル

岩本 登

モットー
5周年を迎え5つの心の徹底！心の奉仕！
初心・衷心・感心・敬心・真心
抱 負
昨年東日本では震災もあり、世間で
は人と人との絆等の関心が問題化され、葬祭業に
於いてもソフト面の方向性が重要視されつつあり
ます。
当スタッフも、人と人との心のあり方を重点に
置き５つの心で１日１日を取り組む所存です。

外食

前川 寛行

モットー
１件１件のお客様を大切にし真心を
持って仕事をしよう
抱 負
今年は味彩の味を昨年より沢山の
お客様に伝えて行きたいと思います。
又、リピーターとして来店して頂ける店づくり
を強化したいです。

讃岐屋
モットー
笑顔と誠意を忘れずに接客しよう。

モットー
声だし挨拶

コープ組合員とそのご家族のための

ケガ保険

お問い合わせは
お気軽にどうぞ！

年齢制限
健康診査

0845-22-2560

なし！

日立因島生協 センター
総務 吉村・柏原
AM9:00〜PM6:00
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華の宴へのご案内

2012お買い物ツアー

この展示会は、日頃日立因島生協では取扱ってない商品やブランド品などを取り揃えてある
特別会場で、楽しみながら、ゆっくりとご覧いただきご利用いただけます。
展示商品：婦人服・紳士服・呉服・寝装寝具・履物・ハンドバック・宝石ジュエリー・美術工芸品・健康器具など各種
特 典：昼食ご招待・ご来場奉仕品（国産サーロインステーキ）を1,000円で販売・喫茶コーナー（無料）
「北海道産毛ガニ」が当たる抽選会に参加できます。
と き：平成24年3月3日㈯ 因島発AM9:00〜因島着PM4:00（予定）〆切：2/25㈯
ところ：Convex岡山展示場 募集人数：先着25名 ※お早めにお申し込み下さい！
参加費：お１人様1,000円（税込）
（但し30,000円以上ご利用の方の参加費は、商品代金より値引きさせていただきます。）

申込先 日立因島生協ギフトショップ TEL 0845-22-2587 FAX 0845-22-1248
一泊二日で ！
拝
ゆったり巡

四国八十八ヶ寺を一年 六回で巡拝！

お大師さまをめぐり「心のふるさと」を訪ねる旅。八十八ヶ寺を六回に分けて巡拝

霊山寺（徳島県）から19番札所立江寺（徳島県）まで
3月７日（水）〜８日（木） 1泊2日

第1弾 1番札所
コース

巡拝参加費お一人様

食事（朝1昼2夕1）
第２ 弾
コース
■実施日

27,000円

（宿泊食事付）
（消費税含む）

又は同クラスのホテル

鶴林寺（徳島県）から32番札所禅師峰寺（高知県）まで

33番札所

（宿坊 最御崎寺）
円
（税込み）又は同クラスのホテル

雪蹊寺（高知県）から43番札所明石寺（愛媛県）まで
■参加費
（お一人様）

1泊2日

44番札所

食事（朝1昼2夕1）

■参加費
（お一人様）

1泊2日

30,000

5月9日㈭〜10日㈮
第４ 弾
コース
■実施日

八幡）

20番札所

４月11日㈬〜12日㈭ 33,000
第３ 弾
コース
■実施日

（旅館

食事（朝1昼2夕1）

（みさきホテル）
円
（税込み）又は同クラスのホテル

■参加費
（お一人様）

1泊2日

食事（朝1昼2夕1）
又は同クラスのホテル

65番札所

三角寺（愛媛県）から86番札所志度寺（香川県）まで
■参加費
（お一人様）

1泊2日

9月12日㈬〜13日㈭ 33,000
第６ 弾
コース
■実施日

87番札所

食事（朝1昼2夕1）

（琴平グランドホテル 桜の抄）
円
（税込み）又は同クラスのホテル

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。

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。

大宝寺（愛媛県）から64番札所前神寺（愛媛県）まで

6月13日㈬〜14日㈭ 32,000円（税込み）（ホテル椿館）
第５ 弾
コース
■実施日

コープメモリアル会員

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

長尾寺（香川県）から88番札所大窪寺（香川県）までそして高野山（和歌山県）へお参礼り
■参加費
（お一人様）

1泊2日

10月24日㈬〜25日㈭ 31,000

〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町3185

食事（朝1昼2夕1）

（金剛三味院）
円
（税込み）又は同クラスの宿坊

申し込み受付いたします。お早めにどうぞ…！
！
確定ではないが、参加してみたいと思われる方も仮申し込み受付いたします。

〒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」12月の活動報告
依頼件数
実働時間

64件
136.5時間

（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。

または

すると

今なら︑ろうきんの積立預金を

中国労働金庫

積立額を増額

Ａ賞
Ｂ賞

生活応援バンク

新規でご契約

貯めて美味しい
ろうきんの積立

当たる

9

ろうきんからのお知らせ

抽選で全国の名産品が

2

これからの
行事予定

16

月 日㈭

2

家庭会役員会

20

月 日㈭

2

責任者会議

月 日㈪

月 日㈬

7

理事会

家庭会役員会
コープ商品大陳コン
テスト

3

内
容
掃除（台所・部屋・窓みがき・風呂・トイレ）・買い物・洗濯
（依頼の多い順） 料理補助・ゴミ出し・庭の草取り

