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創刊号
機関紙『ほっと*ぱる』と週刊情報紙
『ぱるのぉと』が1つ になり、機 関 紙
『Palnote』となりました。“ゆるやか
につながる、広がる、組合員参加型広
報紙”として、組合員の皆さまとパルシ
ステム千葉を結び、さまざまな声を形
にしていきたいと思っています。
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P4 各事業所より新年のご挨拶
P5 理事会・監事会だより
P6-7

知ってる？ やってみよう！
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地球の未来にまじめな
ボディソープ（紙パック）
500ml

50名様
ご応募はP8をご覧ください。

特集

2021 PLAY BACK

SPECIAL INTERVIEW

2022年
より地域に寄りそう
「くらし課題」解決を

パルシステム千葉は、2022年度に創立30周年を迎えます。

組織運営

それを目前に、新型コロナウイルス感染症によって活動を

講じ京成ホテルミラマー

事業

レ（千 葉 市）にて開 催。

大きく制限された2021年の振り返りと2022年の抱負を、
佐々木理事長と新村専務理事にうかがいました。

総代会は感染症対策を

6議案全て可決承認。

6月

第32回総代会開催

8月

千葉県松戸市に、サービス付き高齢者向け住宅「にじ
いろぱる松戸六実」と新たな配送センターを開設。

サービス付き
高齢者向け住宅開設

10月

松戸センター稼働

2021年度の活動全般について振り返りをお願いします。
新型コロナウイルスの感染拡大が収束

コロナ禍で大変な思いをされている方

せず、リアルで人と会えない毎日が続きま

も多く、4月から県内の協同組合や大学と

めて感じました。オンラインを活用した産

ブなど支援の幅も広げました。誰もが住

発に行われました。普段はなかなか会え

た組合員の皆さまに感謝するとともに、コ

した。一方で、組合員活動の可能性を改
直交流や食の学習会、環境・平和活動が活

連携し、組合員の協力を得てフードドライ
みやすい千葉にするため自ら動いてくれ

ない遠く離れた産直産地の皆さまともお話

ミュニティ生協としてパルシステム千葉が

合うつながりを持てたと思います。

せられる一年でした。

しすることができ、オンラインでも心の通い

理事長

代表理事

活動

佐々木博子

新年の抱負、意気込みなど一言で
厳しい時代だからこそ、組合員どうし

気持ちの通い合う活動に取り組みます！

生協は、くらしのいちばん身近なところ

迎えます。さまざまな多様性が問われて

新型コロナウイルス感染拡

なれるくらしを、私たちがどれだけ提供で

おおらかさが、千葉の良さではないでしょ

の企画がオンライン開催と

にある組織です。もっと明るく前向きに

きるのか、
「コロナ禍でできない」ではな

く「何ができるのか」を考え、オンラインと
リアルの両方を活用するなど、知恵と工
夫を忘れない年にしてまいります。

パルシステム千葉は、今年で30周年を

夕食宅配「ヘルスケアおかずセット
（低糖質・減塩）」、
家事支援「排水管クリーニング」
「庭木の剪定・伐採」開始

地域にどんな恩返しができるのか、考えさ

2022年度の活動方針についてお聞かせください。
パルシステム千葉

10月

いる時代、どんな人であっても受け入れる

うか。組合員の皆さまから、
「こんなパル

9月

公開確認会
（オンライン）

大の影響で、2021年は多く

せいただけるとありがたいです。本年も

県内の大学へ
食料支援

加する中、地域団体と連携

なりました。

10月

コロナ禍で生活困窮者が増

4・7月

しながら支援に取り組みま
した。

システム千葉になってほしい」と声をお寄

どうぞよろしくお願い申し上げます。

地域

5・9月

収穫体験
（実開催）

フードドライブ

9月

全配送エリア
見守り協定締結

2021年度の事業について振り返りをお願いします。
上半期は新型コロナウイルス感染拡大

の影響により、ほとんどの期間が緊急事

態宣言またはまん延防止等重点措置下に

はサービス付き高齢者向け住宅「にじい

ろぱる松戸六実」を開設し、家事支援事

業では家庭の排水管清掃等のサービスも

11月

あったことから、宅配利用の需要は高く、 始めました。仲間づくりではオンラインで
事業損益も好調に推移しました。10月に

は手狭になった市川センターを松戸市に

移転し、新たな配送拠点となる「松戸セン

ター」を建設し稼働しました。

また、宅配事業だけではカバーしきれ

ないくらし課題の解決に応えるため、新た
なサービスも開始しました。介護事業で

の「プチパーティ」やＳＮＳを活用した新た

ました。

これからも組合員の皆さまからの信頼

30周年記念として取り組む内容は現在
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検討中ですが、組合員の皆さまへの還元

す。そのためにもパルシステムの価値を

きたいと考えております。

こども・若者未来
基金募金活動

いきます。

と期待を支えに、地域に寄りそった事業・
活動を心がけてまいります。本年もどう

海洋プラスチックごみ問題などの、環境をテー

マにした学習会や 発電産地「飯舘電力 バー

平和

パルシステム千葉
専務理事

代表理事

新村里志

新年の抱負、意気込みなど一言で

8月

親子で参加できる環境学習講座

解決のための挑戦を続けます！

を中心に行動方針を掲げ、平

8月
ピースアクション
「被爆者証言を聴く」
（オンライン）

「心豊かなくらしと共生の社会を創り
ます」の理念と向き合い、くらし課題

「反 戦」
「反 貧 困」
「国 際 交 流」
和活動に取り組みました。

チャルツアー」を開催。

組みを大事に育てていきます。

や 一緒に楽しめるような企画等も考えて

高め、事業やサービスをより充実させてい

環境

組合員のために何ができるか、何をす

べきかを絶えず考え、今後も新たな取り

ズコロナを念頭におきながらも組合員の

皆さまと喜びを分かち合う年にしたいで

11月

な営業手法等にもさまざまにチャレンジし

パルシステム千葉30周年についてお聞かせください。
30周年という大きな節目にあたり、ウィ

子育てフェスタ
（オンライン）

11月

日本政府に核兵器禁止条約の
署名・批准を求める署名

ぞよろしくお願い申し上げます。

3

柏センター

各 事 業 所 よ り

鈴木善成

新年のご挨拶

2022年 あけまして

おめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます
松戸センター

習志野センター

山口真澄

齊藤健一

センター長

センター長

商品のご利用や「パルひろば お

組合員の皆さまに安全・安心な商

活動を通じて、組合員の皆さまと

年もスタッフ一同精進してまいりま

おたかの森」を拠点とした組合員

一緒にパルシステムをより盛り上

げていきたいと思います。本年も

よろしくお願いいたします。

スタッフ一同、組合員の皆さまに愛

され、地域に貢献できるセンター

協力を賜りありがとうございました。

も安全と安心をお届けします。ど

す。本年もよろしくお願いいたし

ます。

千葉センター

東金センター

松島大介

センター長

2022年も組合員の皆さまとの結び

いたいと願っております。組合員

稲毛センター

キューブ館山

のだ中根店

篠山秀朗

黒崎 渡

髙科陽一

丸岡 寛

2022年も安全・安心な商品のお届

2022年も組合員・地域の皆さまに

まのお役に立てるように努めてまい

お店をめざし、皆さまのご来店を

所長

組合員や地域社会に貢献できるよ

の皆さまのお役に立てるよう安全・

私たちは、さまざまな活動を通し、

う、スタッフ一同精進を重ねます。
本年もよろしくお願いいたします。

パルグリーンファーム

業務品質向上に努めます。組合員

安心な商品をお届けします。本年

もよろしくお願いいたします。

けを中心に、組合員や地域の皆さ

ります。本年もスタッフともどもよ
ろしくお願いいたします。

愛されるアットホームな生協らしい

スタッフ一同お待ちしております。
本年もどうぞよろしくお願いいたし

ます。

にじいろぱる松戸六実

にじいろぱる船橋海神

佐藤 悠

農場長

通所介護管理者

立10周年を迎える節目となります。
新 たな10年 へ のビ ジョンをしっ

かり持ち、設立目的に掲げている

「野菜生産、組合員交流、職員研
修」に磨きをかけてまいります。

木村友秀 長澤理美
施設長

通所介護管理者

東野真奈美

居宅介護管理者 通所介護管理者 訪問看護管理者

2022年も入居者の皆さまが「にじいろぱる松戸六実」で心地よく元気にお過

ごしただけるよう、職員一同努めてまいります。本年もどうぞよろしくお願い
いたします。

にじいろぱる市川里見

並木美也子

及川俊明

2022年、
『2』が多い年ですね。デ

イサービス「にじいろぱる船橋海

神」もご利用者の皆さま・スタッフ

ともに『にっ！(*^-^*)』とたくさん
の笑顔で過ごします！！

にじいろぱる野田音女通り・野田

内藤千加子

居宅介護管理者

大森美奈子

居宅介護管理者

林 久恵

訪問介護管理者

青木義行

通所介護管理者

ご利用者の皆さまが住み慣れた地域や家で自分らしく活き活きとくらし続ける

デイサービスではご利用者の皆さまとのさまざまな活動を通して一緒に楽しく

今年も頑張ります！

事業所をめざしていきます。

ことができるよう、元気な笑顔と笑い声溢れる事業所をめざし、スタッフ一同

察、課題にかかわる学習会への参加や運営など、幅広く活動しています。

※2

【2021年度 第7回定例監事会】2021年11月5日開催
1.上期決算について

※1

3.11月事業所往査について

5.第2回三役・監事懇談会について
6.監査法人との意見交換について
理事会・監事会報告

過去の理事会・監事会報告は

ホームページで確認できます。

※1 運営担当理事は「くらしの視点を持つ理事」の経験を積んだ理事です。理事長
の補佐と機関運営に関する役割を担います。
※2「くらしの視点を持つ理事」が全理事の過半数となるよう運用しています。

店長

椎名一樹
2022年はパルグリーンファーム設

考え、その想いを方針や活動に反映させています。具体的には、理事会や

【組合員数】258,297名（先月差－223名）

過ごせるようにしています。これからも皆さまが元気に楽しく過ごせるような

INFORMATION

今年は、寅年、新しい事にもトライ

して、職員一同、更なる事業拡大や

たいと思います。

理事会の構成は、下記のように全体区と地方区があり、組合員から選ばれ

た理事は「くらしの視点を持つ理事」としてさまざまな課題を組合員の目線で

【出資金】10,021,641千円（先月差＋63,874千円）

▲

野田センター

の皆さまとともに盛り上げていき

遂行することです。

委員会等に出席したり、くらしトーク・トークの運営、産地やメーカーなどの視

4.上期監事監査について

たセンターをめざします。本年もど

うぞよろしくお願いいたします。

ただき誠にありがとうございます。

行った。

実開催も含めて、より積極的に行

オンライン中心でしたが、今年は

うぞよろしくお願いいたします。

日頃よりパルシステムをご利用い

審議事項はなく協議・報告事項について意見交換を

組合員活動や地域貢献は、昨年は

つきを大切にした活動を心がけ、コ

新設センターとして今後も地域に

センター長

理事の主な役割は、組合員の想いを実現するために、組合員の総意で承

認された方針や計画の進捗状況を点検、決定に参画、決定に基づく職務を

【2021年度 第7回定例理事会】2021年11月24日開催

2.第6回定例理事会の振り返り

ミュニティ生協として地域に根付い

センター長

理事会・監事会 だより

【供給高】2,706,585千円（予算差＋272,418千円）

づくりに精進してまいります。本年

根付く運営を心がけてまいります。
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品を笑顔でお届けできるよう2022

組合員から選出される
「くらしの視点を持つ理事」
とは？

10月事業状況

センター長

越しとなりました。市川センターか

らの移転の際は、皆さまに多大なご

下薗嘉宏

センター長

岡田修一

センター長

松戸センターが稼働し初めての年

印西センター

理事会って何だろう？
理事会とは
例えば

組合員の代表である総代の総意で決定された方針に沿った業務が進められて

いるか、進捗状況を点検、改善し、組合員の想いを実現する場です。

署名活動について決定するまでの流れ

※通常年1回開催し、組合員の代表として選出された総代が出席し、その年の予算や年間の事業・活動方針について議決します。
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知ってる？ やってみよう！
＆
※お申し込みの際にお預かりした個人情報は、受付名簿、連絡、会議・催し物等の適切な運営のために限定して利用します。
※『Palnote』で掲載している表示価格は、すべて税込み価格です。（募金は消費税対象外）

6

新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、中止、変更となる可能性もあります。詳細は各問い合わせ先までご連絡ください。
また、ご参加の際は感染予防にご協力をお願いします。
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（太枠内のご記入をお願いします）

氏名

組合員番号

電話番号

センター名

コース名

用紙提出日

年

月

日

回答

要

・

不要

記入欄

こちらからも
お問い合わせできます

商品についてのご連絡は、以下にご記入ください。
配 達 日
カタログ企画回

年

月

日（

（パルシステム記入欄）

月

回）

商 品 名
青果は産地名も
商品分類
注文番号

青果

／

冷蔵

／

冷凍

／ ドライ ／

雑貨

単価（税込）

めき

クイズに答えて
プレゼントに応募！
□に当てはまる漢字を
直接書き入れてください ➡

）

受付

リーダー／担当者

電算

責任者

数量
キリトリ

ひら

／ その他（

更

今回のプレゼント（表紙もご覧ください）

「地球の未来にまじめなボディソープ」50名様

最
刊

新しい機関紙『Palnote』創刊！

年

投稿もお待ちしています！紙面に掲載された方には 300ポイントプレゼント！
募集中の投稿コーナー

毎月1週目は『Palnoteプラス』として
8ページ仕様でお送りします。毎号漢
字クイズを掲載しますので、ぜひ挑戦
してみてください！
組合員番号

お名前

□【みんなのおしゃべりCafe】 テーマ「特別な日のご馳走」

□【ワタシのお気に入り！】 お気に入り商品の口コミをお寄せください。

□機関紙掲載可

□不可

ペンネームなら可：
こち ら か ら も
応募でき ま す

〆切

1/21（金）まで

クイズ、投稿ともにこちらの投稿用紙に書いてご
提出いただくか、上記の二次元コードよりご入力
ください。ご応募お待ちしております。
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商品に関することやご意見・ご要望などをこの用紙でお寄せください！

Palnote 連絡用紙

