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第63回通常総代会終了
第63回通常総代会が６月15日㈬に日立
因島労働会館４階会議室において総代80
名（内委任状 16名）出席のもと開催さ
れました。
ご来賓に平谷祐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６号議案まで全議案
承認されました。
日立因島生協全体で徹底した経費削減
や労働力の確保と人材育成に取り組みま
す。より多くの組合員が参加出来る生協
活動を進め今以上に支持される生協を目
指していきます。

● 事業経過及びその成果
３月11日発生しました東日本大地震によって、
東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。
被災地の経済は、
「地震」
「津波」
「放射能」
「風評被
害」の四重苦にあえぎ東北、北関東の広大な農業
地帯で作付けが出来ず、食料供給への影響、健康
への不安感を与えています。
工場も、供給体制が麻痺し、十分に稼働できな
い状況が続いています。
組合員を取り巻く環境は、日本経済の景気低迷
が続くなか、組合員の賃金収入の減少や将来生活
への不安から、組合員の低価格志向は一段と強ま
りました。
このような情勢の下、供給高は31億4,697万円（前
年比101.9％）が確保できました。

平成21年度 平成22年度 前年対比
組合員数
12,475
13,290 106.5％
出資金
363,903,000 380,484,000 104.6％
供給高 3,088,050,862 3,147,046,478 101.9％

● 平成22年度 ●

⑴出資配当金を受けられる組合員は、本事業
年度末（平成23年３月31日）に在籍する組
合員かつ総代会当日（平成23年６月15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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日立因島生協の2011年平和活動

因島市民平和行進・参加者募集！
日時：７月24日㈰ 8時45分集合
場所：因島総合支所前
行進：因島総合支所〜労働会館まで（約1.6㎞）
〆切：７月15日㈮
行進時間：9時10分〜9時50分
「平和のつどい」10時〜11時30分 労働会館4階
内容：平和の絵・川柳展示、表彰式
平和の歌声
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

「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
全国の生協組合員仲間の集まりです。今年はあなたも「平和のひろば」に参加しましょう！

平和の集まり「虹のひろば」へ
行きましょう！ 広島県立総合体育館「グリーンアリーナ」会場
日
時：８月５日㈮ 因島10時出発
場
所：広島市中区 県立総合体育館（グリーンアリーナ）
〆
切：７月20日㈬
開催時間：１時30分〜４時 因島到着時間 ６時予定
参 加 費：大人 1,000円 子ども 500円
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

募集 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15日㈮必着
◆選考と入選発表◆
７月24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。
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行事報告 第13回ビーチボールバレー大会
６月５日㈰、熱気に包まれた第13回ビーチボールバレー大会が、30チーム（総勢135名）の
参加で開催され多いに盛り上がり終了しました。
●Aブロック男女混合の部 優勝

孔雀

毎年楽しみに生協杯に参加
させてもらって今回初優勝★
混合の試合が余り無いので
楽しかったです。
来年もぜひ参加したいと思
います。美味しく賞品の米い
ただきます。
●生協店舗の部 優勝
●Aブロック 男女混合（30代以下男子）の部
優 勝 孔雀
準優勝 朱雀
３ 位 田熊魂
●Bブロック 男女混合（40代以上男子）の部
優 勝 竹
準優勝 アップル
３ 位 桃
●生協店舗の部
優 勝 生名店
準優勝 コパル君
３ 位 商品部

生名店
生協杯で１番の感想は『楽
しかった』と『お米ありがと
うございます』です。
組合員さんと一緒に楽しく
わいわいと汗がかけて良かっ
たと思います。

●Bブロック男女混合 優勝

竹

平成23年度

行事報告 ふれあいの会総会
第10回ふれあいの会総会が、５月20日㈮労働会館４階会議室にお
いて、遊喜の会理事長村田理恵様にご来賓いただき開催しました。
今年度の活動方針等が決定されました。ふれあいの会総会後、認知
症サポーター養成講座を、全国キャラバンメイト岡野和子さんと尾
道社協６名の方々にわかりやすく認知症について教えて頂き、参加
者全員サポーター養成講座終了致しました。

活動
報告

依頼件数 74件 実働時間 208時間
内 容 部屋片付掃除・台所片付け・洗濯・トイレ・風呂・ゴミ出し
買物・買物付添い・草取り・薬受取・入院介助・料理・衣替え手伝い

行事報告 虹の会（生協OB会）総会
６月11日㈯、20名の参加者のもと第９回虹の会
総会が行われました。
１年ぶりに再会し、みなさんから生協運営に全
面バックアップしましょうと激励の言葉をかけて
頂きました。
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■ 2011お買い物ツアー 華の宴へのご案内
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。

■ ところ

■ 展示商品

■ 参加費

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

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。）

■特

■ 申込み〆切日

典

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！

昼食ご招待・ご来場奉仕品
（3,500円相当）
を1,000円
で販売・喫茶コーナー（無料）

7月２日㈯

■と

日立因島生協ギフトショップ
tel:0845-22-2587 fax:0845-22-1248

き

平成23年7月9日㈯ 因島発AM8:30（予定）

■ 秋の巡拝企画御案内

■ 申込み先

参加者募集中
23年度特別企画

大山寺（徳島県）から20番札所大瀧寺（徳島県）までの

9月21日（水）〜24日（土） 21日
22日
3泊4日
69,500円
23日

民宿旅館門先屋
民宿旅館坂口屋
宇和島クアホテル

（宿泊食事付）
（消費税含む）

食事
（朝3昼4夕3）

最小催行人数

コープメモリアル会員

15名

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。
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これからの
行事予定

月 日㈬
理事会
月 日㈭
コープ店頭フェア
月 日㈫
平和の活動グループ会議
月 日㈮
協力会総会
月 日㈭
家庭会役員会
月 日㈪
責任者会議
月 日㈭
理事会
月 日㈰
因島市民平和行進
7

円 ︵消費税含む︶

実施日
参加費

宿泊食事付

四国一周別格二十ヶ寺（一度で全てまわります）

10

月 日㈭
〜 日㈯

1番札所

年

参加費

四国八十八ヶ所と別格二十ヶ寺を合わせて百八ヶ寺をめぐり、百八煩悩消滅を願う旅！

23

29 27

最小催行人数

実施日

二十霊場めぐりの旅

５７︑８００

四国別格

︵番外︶

別格20ケ寺

大和十三佛霊場めぐりの旅
因島各地 ―〈貸切バス〉― 福山西ＩＣ ―
〈山陽・中国・近畿・阪和・南阪奈〉―
４番・長岳寺 ― ８番・おふさ観音
３番・安倍文殊院「昼食」―４番
― ６番・當麻寺中之坊 ― 信貴山
〈信貴山スカイライ〉―
２日目 11番・信貴山玉蔵院 ―
１番・宝山寺 ― ９番・長弓寺「昼食」― ２番・西大寺 ―
１２番・円成寺 ― ７番・新薬師寺 ― 奈良
３日目 旅館 ― 13番・大安寺 ― ５番・金剛山寺 ―
10番・霊山寺「昼食」― 〈近畿・中国・山陽〉―
福山西ＩＣ ― 因島各地
１日目

15名

お申込み・お問合せ

讃岐屋土生店 ℡0845（22）9367

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

ろうきんからのお知らせ

とっても便利！
インターネットバンキング
給与振込みと併せてご利用いただくと、
よりいっそう便利です。利用手数料は無料です！

詳しくは＜ろうきん＞まで！ ☎0845-22-2517

