パルシステム千葉は皆さまとともに

創立

30

周年！
！

30年の集大成！ パルシステム千葉まるわかり＆感謝企画も
これまでも、
これからも。

組合員活動

2

ページ

千葉県内のみならず
全国に！

産直交流

3

ページ

くらし課題解決から
生まれた

拠点

4

ページ

地域に根ざして
30年

歴史

5

次 ペー
ジへ

GO!

カタログ商品5%OFF!

組合員感謝企画の
ご案内

ページ

皆さまから寄せられた写真で、30周年の記念ロゴを飾りました！
！

6 〜7

ページ

組合員
活動

組合員と共にさまざまな活動を地域で展開してきました。
30年の間には、組合員活動のあり方を見直して「わたし発」の活動を応援したり、
一人ひとりの興味・関心に添った多様な組合員参加のかたちを模索し、今に
至っています。くらしの課題を組合員と共に考え、地域コミュニティともつな
がりながらくらしを豊かにする活動をこれからも推進していきます。

産直
交流

いつも組合員が口にしている農産物が、どのような場所で、どんな想いを込めて生産され
ているのかを知る貴重な機会が「産直交流」です。 交流産地は千葉県内のみならず、秋田
や北海道など日本各地や海外の産地にも広がっています。
また、最近ではオンライン開催も行い、ご自宅からでも遠隔地の生産者と交流できるよう
になり、参加の機会が広がりました。

ちば緑耕舎

佐原農産物供給センター

1998年

パルシステムのつどい（実開催）

2004年

2020年

松戸エリアパーティ

2006年

試行錯誤しながらオンライン開催を準備 2022年

組合員開発商品

生協まつり（野田市）

パルシステムのつどい（オンライン開催）

千葉発の組合員開発商品

組合員のくらしの視点を生かし、組合員とメーカー、パルシステムが
タッグを組んで開発してきた「組合員開発商品」。『パルくる便』でも
おなじみのあの定番商品も、実はパルシステム千葉の組合員が開発や
リニューアルに関わり、生み出されました。

2002年

カットほうれん草（バラ凍結）

2005年

餃子にしよう！

2006年

なめらか絹とうふ小分けパック

2008年

野菜入小うどん

2012年

は～い、さばみそ（缶）

2013年

関孫六オールステンレス包丁

日もちする豆腐を」
の声に応えて誕生
しました

で、生 産 者 の 手に

2014年

生パスタサーモントマトクリーム

2017年

SAVON de PARFUM

のほうれん草

2002年
『カットほうれん草
（バラ凍結）』

2019年

大きい焼売 ※リニューアル

2021年

具材たっぷり！ ごま香る
和風豆乳生パスタ

だきました。 何より食の安全や環境に

族に参加いただきました。 今後も交流

対し深い見識を得たことは、米生産者

を通して産地への理

にとって後 世に残せ

解を深めてもらえるよ

る財産です。 今後も

う共に頑 張っていき

パルシステムの一員

たいと思います。

として頑張ります。

村悟空

菜の花エッグ

パルシステム千葉との交流会は村悟空

2019年の台風の際、組合員の皆さま

発足当時から行っており、キャンプ、海

からいただいた激励や支援は忘れるこ

遊びなどがメインでしたが、青年部・女

とができません。 以前からの交流と緊

性部ができてからは収穫体験のかたち

急時対応の中で安心感が生まれ、信頼

になりました。 この

の中に産直産地があ

先も産直産地として

ると再認識しました。

の情報を発信してい

これからも関係を深

きたいと思います。

めていきたいです。

サンドファーム旭

八街産直会

第1回目の交流会でパルシステム千葉

八街産直会の斉藤です。 交流会では、

さんをお迎えできたことが良い思い出

組合員の皆さんのとうもろこしを生で

です。 交流企画や研修など、皆さん

食べたときの笑顔や、お子さんと手を

と触れ合う機会を作ってくれることを

繋いで畑まで歩いた楽しい思い出があ

本当に感謝していま

ります。 作るのは任

す。 これからも共に

せて、また遊 びにい

歩んでいければ嬉し

らしてください。

寺島農場
こんにちは。 若芽ひじきを栽培している寺
島農場です。 同じ千葉県でも若芽ひじきの
存在を知らない方はまだまだたくさんいる
かと思います。これからパルシステム千葉
の皆さまと親交を深めら

2022年度
新交流産地！

れたら良いなと思います。

和郷園

ほか

2021年
『具材たっぷり！ ごま香る和風豆乳生パスタ』

北見畜産

ちば風土の会

その他の
県内交流
産地

県外の主要な交流産地

「迷わず選んでもらえる冷

2

人参連続体験は、のべ約150組のご家

いです。

2018年 これあじだよ！ あじバーグ

凍餃子」をめざし、家で作
2005年
る素朴な味を求めて開発
『餃子にしよう！』

さまとの交流など多くの思い出をいた

フェットチーネ

より凍 結された旬

2017年
『SAVON de
PARFUM』

2006年
『なめらか絹とうふ小分けパック』

パルシステムとの出会いで組合員の皆

てきました。特に2006年から始まった

千の葉 THOUSANDLEAVES

産直産地の和郷園
「使いやすい量で、

千葉県内の産地

2014年

船橋センターまつり

地元産地ということで交流を盛んに行っ

秋田南部圏

士別農園

協議会では、“お米”や“りんご”の産直

組合員とともに私たちも歩んでまいり

取引の拡大はもちろんですが、毎年さ

ました。 励ましの言葉、時には厳しい

まざまな産直交流体験を実施していま

意見もいいただき現在に至っています。

す。 皆さんからの「楽しかった。 また

パルシステム千葉設立当時はホームス

やりたい！」との 喜 ん

テイを行い、産 直 交

でくれた声 が、我 々

流を行っていました。

生産者の励みとなっ

これからも顔の見え

ています。

るおつきあいをお願
いいたします。

3

拠点
※2022年9月現在

船橋に本部を置き、配送センターをはじめ、くらし課題解決のためにできた拠点は30年間
で21カ所になりました。 開設・リニューアルにあたっては太陽光発電パネルの設置や人感セ
ンサー、自然採光、木質化など、環境面を重視しています。 2021年度に開所した松戸セン

1 本部

2
11

2000年に市川市大野より

13 14

移転。 2017年には「ウッド

3
4

15

スタート宣言」を行い、受付
や打合せスペースなどを木

5
1

など、新たな事業も展開し、組合員数、総事業高ともに大きく伸長しました。

ターでは、防災備蓄庫や井戸など、災害対策の機能も備えています。

18
12

17

歴史

この30年で配送エリアは徐々に拡大しました。 組合員の要望に応えた夕食宅配や家事支援

質化しました。 木材には県

6

内産の山武杉を使用してい
ます。

9
16
7

● 前身3生協からの歴史
1975 「柏・市民生協」設立
1976 「下総生協」
、
「花見川生協」設立
1988

柏・市民、下総、花見川の
3生協が協同事業開始

1992 「生活協同組合エル」
（エルコープ）

8

設立

下総生協総代会のようす

コープのだは、戦後間もない1947年に野田醤油
（現キッコーマン）の 職 域 生 協として発 足しまし

2002 「エルコープ」と「コープのだ」が

た。 店舗を柱とした事業が地域住民の支持を受

組織合同

け、野田市内を中心に成長しました。

2007 「生活協同組合パルシステム千葉」へ
2 野田センター／のだ中根店

訪問介護にじいろぱる野田／コミュニティ・ルーム中根
野田センターと店舗は隣接しており、子育てサロンやシルバーサロ
ンなども併設しています。 野田市との協働事業で、買い物困難者

3 柏センター

1997年5月開設

5 松戸センター

1996年4月開設
6 習志野センター

2003年3月開設

2021年10月開所。 県内産の木材を多用
し、エレベーターや多目的トイレを設置する

7 千葉センター

など、バリアフリーにも配慮しています。 災

共同班のようす

4 印西センター

への支援として移動販売車「まごころ便」も運営しています。

1995年4月開設

害対策の機能も備えているほか、電気自動
車の充電設備や太陽光パネル等、環境にも

「エルコープ」誕生から
現在までの組合員数と
事業高の推移

デザインし、会議室には対面キッチ
ンを設置。 また、太陽光パネル・自
然採光・人感センサー等を導入した
環境配慮型センターです。

施設として開設しました。
17 パルひろば☆おおたかの森

おおたかの森に開設し
ました。

10 キューブ館山

パルシステムグループ初となるサービス

2009年7月 に 商 品 の 受 け 取 りス

付き高齢者向け住宅として、2021年8月

テーションとして開設しました。 ま

に開所。 各部屋には「緊急通報装置」や

た、組合員活動をはじめ、地域で活

「見守りセンサー」を設置し、安心して暮

動している皆さんが利用できる施設

らせるサポート機能を備えています。 毎

です。

月さまざまなイベントを開催して交流の場
をつくることを大事にしています。

4

100,000
50,000

2020

2018

2016

2014
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2010
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2004
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1998
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0
（年度）

2017年12月 に 地 域 活 動

の 地 域 活 動 施 設とし

支援／デイサービス／訪問介護

150,000

拠 点となることをめざし、

て2020年1月に 流 山

15 サービス付き高齢者向け住宅

0

の輪が広がる“ひろば”とし

の要望に応え、2つ目

にじいろぱる松戸六実／居宅介護

200,000

25,000,000

て、組合員や地域の皆さん

組 合 員 の 皆さんから

2006年5月開設

250,000

30,000,000

がつながっていく、そんな

13 デイサービスにじいろぱる市川里見／

9 稲毛センター

35,000,000

1994

居宅介護支援にじいろぱる野田

14 デイサービスにじいろぱる船橋海神

300,000

5,000,000

一 人 ひとりの 想 い や 活 動

12 デイサービスにじいろぱる野田音女通り／

居宅介護支援にじいろぱる市川

（人）

10,000,000

16 パルひろば☆ちば

2019年7月開設

2014年7月開設。「組合員がたくさ

組合員数

15,000,000

11 サテライト流山おおたかの森

ん集まれるセンター」をコンセプトに

総事業高

20,000,000

配慮した施設となっています。

8 東金センター

（千円）
40,000,000

1992

10

名称変更

パルシステム千葉

2030 年ビジョン

つながる力とささえあいの心で笑顔あふれる地域コミュニティをつくります
～コミュニティ生協として、くらし課題解決に取り組みます～

1. 組合員の想いとともに 進める生協運営

18 直営農場 パルグリーンファーム

2. 食の安全・安心と産直

2012年、野田市の遊休

3. ささえあいの心で創る地域コミュニティづくり

農 地を活 用し、直 営 農
場 とし て 設 立。 2017
年 に は 古 民 家 をリノ
ベーションした交流施設
も開設しました。

4. 明るい未来に向けた環境活動と平和活動
5. 組合員の声に応える事業展開・地域になくてはならない存在に
※コミュニティ生協とは
「生活協同組合」は組合員によるメンバーシップの組織です。くらしの中で生じるさまざまな課題を解決するためには、
地域との協同が不可欠です。『組合員や地域の人々と力を合わせながらくらしやすい地域をつくり、組合員一人ひとり
の豊かなくらしを実現する生協』をめざし、パルシステム千葉は2003年に「コミュニティ生協宣言」をしました。

5

・

日頃の 感 謝 を込めて

宅配
事業

パルシステム千葉限定

組合員

詳細は次週配付するチラシをご覧ください。

10月2回 ご注文の商品がカタログ表示価格から

全品

5%OFF!
※『くらしと生協』
『未知案内（スクロール）』
『スクエア』
『Caica』は対象外となります。

カタログ本誌

同時配付の別チラシやオプションカタログ

・

・

・

感謝企画
家事
支援

のご案内
「エアコンクリーニング」
「ハウスクリーニング」

初めてご利用
される方対象

「家事代行」
全品
%
「整理収納」
おためしキャンペーン！
キャンペーン！

10 OFF

● 申し込み締め切り：10月31日（月）

● 企画回：10月2回

★家事代行 2時間 通常5,500円 ⇒

● 割引対象：エアコンクリーニング、ハウスクリーニング、

4,980 円
★整理収納 3時間 通常13,746円 ⇒ 11,000 円

排水管クリーニング（
「丸ごとセット」のみ対象）

※表示価格はすべて税込みです。 ※別途、スタッフ1名あたり500円の交通費がかかります。

夏 5・6・7 月

千葉限定カタログも対象！

C70

before

Y100

秋 8・9・10 月

M40+Y100

C40+M40

冬 11・12・1 月

M80+Y100

C50+M70+Y70

※詳細はお問い合わせください。

こちらのチラシ掲載商品は対象外です。
5％OFFにはなりません。

※カタログはイメージです。

● パルくる便や予約登録商品も
5％OFFです。

夕食
宅配

30周年を記念した
特選メニューや
特別企画弁当を販売

11月14日（月）
～11月25日（金）
● 特別記念弁当

「Pal’s Dinning（パルズダイニング）」
紙面で、30周年記念お楽しみ
企画開 催！

に人気商品の詰合せをプレ
ゼント！

「ご愛顧感謝御膳」
（仮称）
2023年2月（予定）

● 10月2回

※写真はイメージです。

6

独自
商品

0120 - 868 - 014

お問い合わせ

クイズに答えていただいた
方の中から、抽選で10名様

● 特選メニュー企画

お問い合わせ

after

『くらしと生協』 『未知案内 『スクエア』 『Caica』
（スクロール）』 ※カタログはイメージです。

「ワンちゃんど～こだ？」

月～金

9：00～20：00

土

9：00～17：00

● 2023年1月3回（最終回）
「30周年お楽しみクイズ（予定）」

0120 -978 - 617（月～金

店舗

9：00 ～17：00）

1万円お買い上げごとに
お買い物券。 さらに先着で
「エコバッグ」プレゼント！

1万円お買い上げごとに500円のお買い物券をプレゼントする
カラーレシートキャンペーンを実施します！
● 期間：12/1（木）
～12/13（火）
※写真はイメージです。

お問い合わせ
047 - 420 - 2604

（月～金 9：00 ～17：30）

● お買い物券の引き換え日：
12/15（木）、12/16（金）
※お買い物券引き換えと同時に組合員カードを提示していただいた方に
エコバッグをプレゼント（先着1,000名様）
。

お問い合わせ 04 -7125 -5589（10：00～20：00／年中無休、年始除く）

7

30周年記念モザイクアートでは

たくさんのメッセージや写真をお寄せいただき
ありがとうございました！
普段は当たり前できづかなかったのですが、

エルコープから、ずっと愛用させていただいて

家にあるパル商品を集めてみたら、
「パルの商

おります。 思い返すと、20年以上、組合員で

品にこんなに囲まれてるんだな～」としみじみ

す。 パルの方々はとにかく親切で、気持ち良

思いました。 パルシステムは私にとってなく

い思い出しかでてきません。これからももっ

てはならないくらしの一部です。 30周年おめ

とパルシステムさんを応援したいです。 30周

でとうございます！

年、おめでとうございます。
習志野センター 組合員

印西センター 組合員

いつも丁寧に配達してくれる配

30周 年おめでとうございます。

パルシステム千葉30周年おめで

達員さんに夢中な長男は、パル

配送をお願いした時に赤ちゃん

とうございます。 これから10年

さんのトラックを見ると大喜び。

だった息子も、もう24歳！ パルシ

20年先も、組合員や地域にとっ

これからもたくさんお世話にな

ステムさんとは、まだまだ長くお

て、いつでも身近な存在のパルシ

ります！ よろしくねー。 30歳お

付き合いしていきたいと思ってい

ステム千葉であり続けることを期

めでとう！

ます。これからもよろしくお願い

待しています。

東金センター 組合員

します。

千葉センター 組合員
野田センター 組合員

30周年おめでとう！ 私は
30周年おめでとうございます！ パルシステ

30周年おめでとうござい

パルシステムで 育ちまし

ムに出会えて、本当に人生の色んなことが

ます。 台 風や風、雨 が 強

た。娘もパルシステムの商

変わりました！
！ パルシステム大好きです！

い日も大変な思いをしても

品を使って子育て中です。

ありがとうございます^_^ これからも末永く

配達してくれて、とても助

柏センター 組合員

よろしくお願いします。

かっています。

松戸センター 組合員

稲毛センター 組合員

パルシステム千葉のホームページでは、
30周 年 記 念サイトを開 設し、モザイク
アートのほか、30周年を記念して制作し
た動画なども公開しています。 ぜひご
覧ください。

30周年
記念サイト

生活協同組合 パルシステム千葉
千葉県船橋市本町2-1-1 船橋スクエア21
047- 420 - 2605

4F

