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理事会から （第19期）

（第19期）

第2回（2022年11月17日オンラインによる
開催）
財務状況、商品供給事業、品質・衛生管理
サポート事業、一般業務等について、報告
いたしました。
◆次回第19期第3回の理事会は、
2023年2月16日オンラインによる開催予定
です。
YouTubeの「じゃすめっくちゃんねる」のいい
ね＆チャンネル登録よろしくお願いいたしま
す。

新年のご挨拶

第３５回品質管理Weｂセミナー
「食品表示をめぐる最新動向 ～食品表示法、景品表示法について～ 」
消費生活コンサルタント 森田滿樹先生

日 時：2月１4日（火）１４：００～１５：３０
形 態：Zoomを使ったWebセミナー 参加費：無料
森田先生には「食品添加物の不使用表示について」（ガイドラインの公表）と
「遺伝子組み換え表示」（本年4月施行）について、学習会をお願いしてきま
した。今回は、製造者・販売者として「食品表示」の注意点及び食品表示法等
についての解説をお願いしました。これまでのセミナーでも「分かりやすかっ
た」「とても参考になった」と好評でした。先生にはお忙しい中、スケジュー
ルを調整いただき、大変貴重な機会でもあります。皆様もスケジュールを調整
していただき、ぜひご参加下さい。課題が多岐にわたりますが、限られた時間
ですので、アンケート等でご質問いただければ、後日対応させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

皆さま、明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。
昨年も組合員の皆さま、賛助会員の皆さま、ご協力いただいた多く

の食品メーカーの皆さまに支えられ、順調に組合運営ができましたこ
と、深く感謝申し上げます。
コロナ禍もなかなか収束が見えません。「緊急事態宣言」や「まん

延防止等重点措置」は出されませんが、死者数は第8波が過去最高のよ
うです。アメリカでは新しい株の「XBB.1.5」が猛威を振るっていて、
東京でも検出されはじめました。ワクチンが効かないようですので、
今後の拡大が心配です。
そして、昨年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻も未だに終息の

兆しが見えません。一般市民の犠牲者もたくさん出ていますので1日も
早い終結を望みます。
コロナ禍に加えて心配なのは、様々な値上げラッシュです。電気代、

ガソリン代をはじめ、食料品や日用品や、外食産業や航空運賃、通信
費など。戦争や円安も影響していて、ますます生活に困窮する人が増
えています。子育て支援も拡大するようですが、暮らしやすい世の中
になって欲しいですね。
また、気候の変動にも注意が必要です。年が明けてから日本海側な

どで10年に1度の寒波が襲来しています。電車や車が何時間も立ち往生
して、健康被害も出ています。台風や竜巻も頻繁に発生するようにな
り、日本が亜熱帯気候になってきているようです。地震も各地で頻繁
に起こっていますが、原発政策がいつの間にか見直されているなど、
時代の流れに逆行している感があります。これから温暖化がどこまで
進むのか、またこれも心配です。
ＪＡＳＭＥＱでは会議やセミナーを、Ｗｅｂでの開催に切り替えて

いますが、今年はそろそろリアルでの開催も視野に入れたいと思って
います。ハイブリッドでの開催も検討したいと思います。
一日も早くコロナ禍が収束し、日常に戻れることをお祈りして、新

年の挨拶とかえさせていただきます。本年もどうぞ「協同組合ＪＡＳ
ＭＥＱ」をよろしくお願い申し上げます。

代表理事 梶 俊夫

森田滿樹先生



監物 中村

２０２３年３月実施 「ＨＡＣＣＰリーダー養成講座（３日間）」Ｗｅｂセミナー開催のご案内
例年好評をいただき、継続要望もいただいております「ＨＡＣＣＰリーダー養成講座（３日間）」

（パルシステム協力会品質管理部会協賛）を以下のように開催させていただきます。

１．日 時 ２０２３年３月２２日（水）．２３日（木）．２４日（金）の３日間
１３：００～１７：００（「演習」については「自習形式」でお願いします）

２．参加方法 Ｗｅｂセミナー（Ｚｏｏｍ）
受講者指定のメールアドレスより参加いただきます。

３．参加対象者 パルシステム連合・JASMEQの食品関連の会員・その関連する製造委託・取引先工
場責任者、中堅責任者及び育成候補者、営業部門担当者・商品部門担当者等委託製
造先管理者、品質管理担当者ならびに育成候補者、等

４．募集人数 ２０名程度（申込多数の場合は、申し込み順を優先させていただきます）
５．参加費用 １名 ２５，０００円（指定先：JASMEQ口座にお振込み下さい。手数料負担）

修了者には「ＨＡＣＣＰ教育訓練カリキュラムに基づく講習会 受講修了証」を
授与いたします。

６．講 師 国際HACCP同盟リードインストラクター ㈱フーズデザイン 加藤光夫氏
獣医学博士・元東京顕微鏡院調査研究部長 中川 弘氏
食品製造工場品質管理室長 小谷正史氏
協同組合ＪＡＳＭＥＱ顧問 監物今朝雄 中村 優

品質・衛生管理事業の最近の
動向報告

日 時間 内容 担当講師
等

３/2２
（水）
1日目

13:00～13:15 オリエンテーション 事務局
13:15～16:00 講義（加藤先生の動画による）（約1時間毎に５分～１０分の休憩）

「一般的衛生管理」について、具体的な事例を参考に学ぶ
加藤光夫
講師

16:00～16:15 演習オリエンテーション
16：15～17:00（JASMEQオンライン時間）
演習：「学習内容確認レポート」「製造工程図（フローチャート）」等を作成し、翌日10時30分までに、
メールまたはＦＡＸで事務局（JASMEQ）まで送付し加藤先生に見てもらいます。

事務局

３/2３
（木）
2日目

13:00～13:15 前日の演習についての評論 加藤光夫
講師

13:15～17:15 講義（動画等で約1時間毎に５分～１０分の休憩）
HACCP１２手順７原則について、具体的な事例を参考に学ぶ

加藤光夫
講師

17:15～17:30 演習オリエンテーション
演習：「危害分析表」等の作成について
翌日１0時30までに、メールまたはＦＡＸで事務局（JASMEQ）まで送付し加藤先生に見てもらいます。

事務局

３／2４
（金）
3日目

13:00～13:15 前日の演習についての評論 加藤光夫
講師

13:15～14:30 食品製造における「微生物管理」とは 中川弘講
師

14:30～15:30 現場におけるＨＡＣＣＰ活動実践事例 小谷正史
講師

15:30～17：00 課題オリエンテーション・受講者オンライン会議形式での交流。 事務局

３日目
及 び
以降）

「重要管理点：ＨＡＣＣＰプラン」「重要な一般的衛生管理計画」（以上総括表内にCCPとOPRPとして入れ

る）「学習内容確認レポート（アンケート）」を作成して、これまでの演習の「製造工程図」（見直し可）「危
害分析表（総括表）」（見直し可）を、週明け３月２８日（火）中までに、JASMEQ事務局までメールまたはＦ
ＡＸで送付。（修了証発行の必須条件）

問い合わせまたは申し込みは以下にお願いします。

協同組合 ＪＡＳＭＥＱ（ジャスメック）TEL０３－６２０５－６６７７
問い合わせ担当：坂本 美春 < m.sakamoto@jasmeq.com

JASMEQの事務所は現在「交代シフト制」ですので、以下でも受け付けています。
内山雅代 m.uchiyama@jasmeq.com 監物今朝雄 k.kenmotsu@jasmeq.com

mailto:m.uchiyama@jasmeq.com
mailto:k.kenmotsu@jasmeq.com


（パルシステムカタログから転用しました）

おすすめ商品の紹介 ぜひご利用下さい(^_-)-☆

内山

「考え方ひとつで人生が変わる」
株式会社協和 代表取締役会長 畑山敏也＜著＞

雛あられ 60g

パルシステム
【食楽広場】

島根県のブランド卵「ネッカ
エッグ」を使用した厚焼き玉子。
そのままでも、温めても、
冷めてもふわふわ。

田中

島根県発ネッカエッグ使用厚焼き玉子
300g

パルシステム
【コトコト】【Kinari】

国産有機もち米を使用
した宮城県の精華堂霰
総本舗さんの雛あられ。
あられの4色は桃、新緑、
雪、大地を表しています。

「時の話題」はお休みします

生協の《だんらん》でもお馴染みの株式会社協和。その前社長畑山敏也氏
（現会長）が、本を出版された。（株）協和さんはJASMEQの賛助会員でもあり、
畑山氏はJASMEQ創立にご尽力いただいたお一人でもある。

■ 困難を乗り越えた「出逢い」と「言葉」

書籍のタイトルは『考え方ひとつで人生が変わる』（けやき出版・定価1,600円
＋税）。アマゾンでも購入できる。
タイトルの由来は、京セラを設立した稲盛和夫さんの著書から借用されたよう
だ。畑山氏がいままで依頼された講演会が80回ほど。その内容は「過去の失敗
談」が中心だったものの、講演のテーマはすべて「考え方ひとつで人生が変わる」
だったという。畑山氏は稲盛さんに共感されて影響を受けたことが数多かったよう
で、本には「稲盛さんは、私にとって心の師としている一番尊敬できる経営者であ
り指導者だと思っている」と述べられている。
今回出版された本には、畑山氏の人生観が見事に表現されており、同世代で
もあり団塊の世代の私にとっては、自戒の念を込めて、一言一言うなずく場面が多かった。

■ 学んだことを次世代に継ぐ重要さ

出版の動機について畑山氏は「仕事も少し会社らしくなった頃から子供や孫たちの為に、自分の考えていること
を箇条書きにして、レポート用紙に書くことが習慣になり」「これを後世に残し、一つでも二つでも参考になれば、人
生の締めくくりになるのではないか」と、世代を継ぐことの重要さを意識されていたことが、あとがきに書かれている。
日頃から書き留めておいた言葉の積み重ねの集大成。人との出逢いや出来事の詳しい描写はいつもメモをしてい
たおかげか。読み終えて、気持ちがほのぼのとしてきた。ぜひご一読を。

【書籍紹介】

裏表紙



第11回目は阿波市場さんです
「温故知新」古きを温めて新しきを知るが、阿波市場の精神です。
わかめは古来より、日本人に愛されてきた海の贈り物。海のなかで生き生きと育つ事
から、子孫繁栄、財運隆盛を願って供物となったり、おめでたい食べ物として贈答され
てきました。昔ながらの製法にこだわり、すべて手作業で、丁寧にわかめを作ります。
また、新たな分野にもチャレンジしていて、わかめの持つ有効成分を様々な分野に活
かしたいとの思いから、医療の分野にも挑戦しています。
大学の研究機関や製薬メーカーと連携し、健康改善商品や化粧品の開発にも取り

組んでいます。地道な取り組みが認められ、2011年には経済産業省から「地域活性
法の認定企業」をいただき、産官学で連携しながら開発に取り組んでいます。
これからも、「昔のことをよく学び、そこから新しい知識や道理を得、守る

べきものは守り、時代のニーズに対処する」会社を目指しています。
詳しくはホームページをご覧下さい。https://awaichiba.com
YouTube「じゃすめっくちゃんねる」もご覧下さい。

早川しょうゆみそ株式会社は、粉末みそに様々なスパイスを調合、新しい調味料として開発しており、
海外でも人気をあつめています。その早川しょうゆみそ株式会社の早川専務に、エリザベス女王即位
７０周年プラチナジュビリーに招かれたことについてお話を伺い、記事を投稿していただきました。この
MISOスパイスは日本でも、いろいろな料理のトッピングや、調味料として料理の幅を拡げるのではと期
待しています。

宮崎県のお味噌が英国で評価！
宮崎県の老舗企業「早川しょうゆみそ株式会社」が英国のイベントにオフィシャルパートナーとして選定されていたこと
をご存知でしょうか？主催がロールスロイス&ベントレー愛好者クラブ（RREC）の「エリザベス女王即位70周年」を記念し
たアートブックに「世界で最も優れた食品・飲料のひとつ」として掲載されました。
九州エリアで主に製造されているふるさとの味、麦味噌は生産割合が全体の3.8%程度にまでに落ち込んでいますが、
それでも地元の味を守るために挑戦した事業が粉末みそ事業でした。この高品質な粉末みそは「酵素が生きている」
（宮崎県食品開発センター調べ）として高い評価をもらっています。発酵によって熟成された天然の旨味をベースにした
新しいMisoの使い方もまた提案しています。お味噌をもっと自由に食生活の中に取り入れてほしいと宮崎から全国に、
世界に向けて体にやさしい、美味しい商品を提案しています。

組合員紹介⑪

所在地：徳島県鳴門市
創業：2008年12月
代表者：上野伸介
社員数：17名
事業内容：海産物全般

産直カットわかめ

早川しょうゆみそ(株)

回を重ねて35回目を迎えるJASMEQ主催のWebセミナーですが、2022年は16回開催し、のべ566人のご参加をいた

だきました。2023年も、2月14日（火）の森田先生の食品表示をテーマとしたセミナーを皮切りに、毎月開催する予定で
す。ぜひご参加ください。
商品開発をテーマとした「Webマーケティングセミナー」では、ことしも８回のシリーズでお届けする計画で、現在準備中
です。シリーズのキーコンセプトは『イノベーション』。コロナ禍を経て、変わりつづけることでしか生きられない時代。どん
な業種でも“想像力”と“実行力”が求められ、実現したものこそが次世代の展望を見出せる時代。そんな問題意識から
JASMEQに参加する企業の皆さんにご登場いただき、組織革新（イノベーション）の実践例をご報告していただく予定で
す。また、コープ自然派連合会さんのご講演も予定しています。
第１回目は、４月。お話しいただくのは、京漬物の（株）大安 大角安史氏です。開催案内が出来上がりましたら配布さ
せていただきますので、ご期待ください。

編/集/後/記 ホームページ：http://jasmeq.com/
メールアドレス：m.sakamoto@jasmeq.com
TEL：03-6205-6677 FAX：03-6457-6759

広報紙『JASMEQ』第39号をお届けします。
ホームページもぜひご覧ください。 坂本

ロールスロイス早川みそ イギリスでのイベントアートブック

アルガスオール
インワンクリーム

早苗のお取引先紹介

富永

https://awaichiba.com/
http://jasmeq.com/
mailto:m.sakamoto@jasmeq.com
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