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理事会から （第18期）

（第18期）

第4回（2022年5月19日オンラインによる開催）
第１号議案
組合員の脱退と新規組合員加入手続きの件
(有)山五さんが脱退され、同日付けで
(株)泰山食品商行さんが加入しました。
第２号議案
「じゃすめっくちゃんねる」の開設と費用計上
の件
YouTubeに「じゃすめっくちゃんねる」を開設し
ました。
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。
第18期臨時総会（2022年6月3日オンラインに
よる開催）
第１号議案 役員選挙の件
竹内監事の辞任に伴い、監事の補充選挙を
行い、長谷川監事が選任されました。
第２号議案 定款の一部変更の件
第38条 総会の招集
第45条 総会の議事録
第50条 理事会の議長及び議事録
定款の変更は「場所」の後に、「又は、開催の
方法」を追記することにより、リアル型の総会
だけではなく、ハイブリット型やバーチャルオ
ンリー型の総会が選択可能となりました。
第5回（2022年7月21日オンラインによる開催）
第１号議案
通常総会の開催方法並びに手続きの件
総会の開催方法は、「バーチャルオンリー型」
の開催で準備をすすめますが、コロナの感染
状況次第で、「リアル型」開催も準備すること
になりました。
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18期第6回の理事会は、
2022年9月9日オンラインによる開催予定です。
◆9月28日（水）に通常総会を開催いたします。

品質管理Weｂセミナーを開催しました

第２６回品質管理Weｂセミナー

「食品製造における自主的な異物混入防止対策（防虫防鼠）の取組」に

ついて 環境文化創造研究所 藤村昌先生

６月１５日（水）１４：００～１５：３０

藤村先生の豊富な現場経験（イカリ消毒）をもとに、とかく委託業者
任せで、特に「HACCP制度化」以来、「形式・文書記録」に偏りがちな
状況が見られることも含めて、サンプリング内容の見方＝分析方法と、
製造現場の対策責任部署（品質管理）と製造現場従事者（作業者）が
知っておくべきこと、何をしなければならないかについて、具体的な事
例、チェック票事例を提供いただきながら提案講義をいただきました。

。
第２４回品質管理Weｂセミナー

「食品添加物の不使用表示ガイドライン」（公示）について
～新規策定「ガイドライン」を理解し誤認される表示に注意しましょう～
消費生活コンサルタント 森田滿樹先生

５月１８日（水）１４：００～１５：３０
いわゆる「不使用表示」に対するガイドラインが、 3月末に公示された

ことを受けて、食品表示検討員会委員として（ガイドライン検討員会は何
故か、森田先生をメンバーにしていませんが）係わってこられた、森田滿
樹先生に、スケジュール調整を始め、ご無理をお願いして実施することが
できました。
生協の編集関係部署にも案内をさせていただき、ご参加いただきました。
「ガイドライン」の適用実施は、2年後２０２４年4月からとされてい

ますが、今回は以下の内容で講義いただきました。

１。食品添加物表示制度の見直しについて、その背景や経緯と消費者の動
向調査結果等、森田先生も委員を務められた「表示制度検討会」の内容に
ついてお話いただけました。
２。続いて、今回の「ガイドライン」の内容について、その「背景と趣
旨」「適用範囲＝まずは包材表示」具体例を提示いただきながら「１０類
型」のガイドラインの内容についての説明と「今後の進め方」についての
アドバイスをいただきました。

両セミナーともに、再開催の要望が多いこと
もあり、１０月５日（水）森田先生「不使用
表示」「遺伝子組み換表示」で調整中です。

また11月上旬には藤村先生「現場での衛生管
理で不十分な箇所＝HACCP対応等＝」につい

て予定しています。 監物 中村



今後のWebセミナーのお知らせ

第29回JASMEQ 第30回JASMEQ
Webマーケティングセミナー⑤ Webマーケティングセミナー⑥

日 時：8月26日（金） 14：00～15：40 日 時：9月16日（金） 14：00～15：40
内 容：「パルシステムが求める商品とは？」 内 容：「生協向け商品開発で重要なこと」
講 師：パルシステム連合会 商品開発本部 ～原料・添加物・調味料・品質保証について～

副本部長 野津秀男氏 講 師：協同組合JASMEQ 常務理事 小野章男
参加費：無料 参加費：無料

JASMEQＷｅｂマーケティングセミナーの8回シリーズのうち、2回3回4回を開催しました

第25回JASMEQ Webマーケティングセミナー②を開催しました
日 時：5月27日（金） 14：00～15：40
内 容：「生協組合員の購買行動調査から見た組合員の変化と特徴」
講 師：データコム(株) 田邊昌彦氏
参加者：17社22名
昨年11月にも講師をお願いした田邊氏に再びお願いして、以下のような内容で
お話しいただきました。

1.生協宅配組合員ここ数年の利用動向変化
供給高、利用人数、平均年齢、１人当り利用金額

2.利用金額上位25％の方の特徴
3.生協宅配 消費行動の大きな変化
4.2021年下期データから見た伸長カテゴリー
5.単独世帯への対応 世帯人数減少に対応した商品開発
6.ネットスーパーの動向
市場規模、実況状況、稼働予定センターなど

7.本日のまとめ

第27回JASMEQ Webマーケティングセミナー③を開催しました
日 時：6月24日（金） 14：00～15：40
内 容：「転換期を迎える食品市場と新たな市場への対応」
講 師：（株）JMR生活総合研究所 川口健一氏
参加者：15社24名
昨年9月にも講師をお願いした川口氏に再びお願い
して、以下のような内容でお話しいただきました。
11月には「小売流通業のなかの業態革新とパルシステム」について
お話しいただく予定です。

1.主要統計に見る生活者の食への意識と実態
2.生活者調査に見る生活者の食への意識と実態
3.食品産業のゆくえ
4.生活者の食ニーズと食品産業の対応方向

第28回JASMEQ Webマーケティングセミナー④を開催しました
日 時：7月29日（金） 14：00～15：40
内 容：商品をつくる ー 「商品開発する」ということは？
講 師：協同組合JASMEQ 商品開発アドバイザー JIN企画事務所代表 遠藤正信氏
参加者：21社32名
昨年3月～5月にかけて「商品をつくる。」と題して3回シリーズで講師をお願いした
遠藤氏に再びお願いして、昨年のおさらいをしつつ、以下のような内容でお話しい
ただきました。

●１時限目
商品開発のキーコンセプト
1.ターゲット（顧客）と業態を知る
2.ターゲット（顧客）の課題を知る

●２時限目
商品をつくってみよう
1.「商品をつくる。」とは 4.コンセプト作り
2.ターゲットの設定 5.商品設計
3.ターゲットの課題設定 6.ネーミング

7.商品企画書



（パルシステムネット掲載から転用しました）

おすすめ商品の紹介

時の話題 その18 

まだまだ収まらない新型コロナウィルスですが、今度は「サル痘」が世界
中で感染拡大しています。そしてついに25日に日本国内で初めて感染者
が確認されました。東京都に住む30代の男性です。 発熱、発疹、倦怠感
などの症状があり、現在、都内の病院に入院しています。男性は、6月
下旬にヨーロッパに渡り、7月中旬に帰国。ヨーロッパ滞在中に、後にサル
痘と診断された人との接触があったということです。 この先いったいどこま
で拡大するのでしょうか？
サル痘ウイルス感染は、1970年にアフリカのザイール（現在のコンゴ民
主共和国）で初めて報告され、西アフリカや中央アフリカで地域的に発生し
てきている感染症でした。ウイルスにはいくつかの株・系統が知られてお
り、重症化率や致死率などが異なります。

家庭、市中における感染対策について
発熱、皮疹がありサル痘が疑われる場合、マスク着用を行い、咳エチケット
を守り、手指衛生を行う。また、患者が使用したリネン類から感染した報告
があることから、使用したリネン類や衣類は手袋などを着用して直接的な
接触を避け、密閉できる袋に入れて洗濯などを行い、その後手洗いを行う。

病院における確定症例、疑い症例への感染対策について
確定患者および疑い患者に対しては飛沫予防策、接触予防策を取る必要
がある。サル痘の主な感染経路は接触感染や飛沫感染であるが、水痘、
麻疹等の空気感染を起こす感染症が鑑別診断に入ること、サル痘に関する知見は限定的であること、
他の入院中の免疫不全者における重症化リスク等を考慮し、現時点では、医療機関内では空気予防
策を実施することが推奨される。また、診療行為に伴うエアロゾル感染の可能性が否定できないため、
N95マスクなど空気予防策を取る事を検討する。

世界的な感染拡大で、WHO（世界保健機関）は「緊急事態」を宣言。感染者は1万6000人以上に上り、
そのほとんどが男性で、5人が死亡しています。 これまでに75の国と地域で確認されているということです。

今注目の話題やキーワードについてお伝えします！

ぜひご利用下さい(^_-)-☆

内山

サル痘について

有機ドレッシング＆国産有機純りんご酢セット 5種

パルシステムネット【結いものセレクト】

国産有機りんご酢と有機ドレッシング4種(胡麻柚
子、柚子、玉ねぎ、青じそ)のセット。有機りんご酢
は青森産の有機りんごを100％使用。

パルシステムネット【結いものセレクト】

サブレ生地に国産栗のクリームを詰めた「焼き
モンブラン」と高知県産のさつま芋を使用した
スイートポテト風焼菓子「ひがしやま」のセット。

坂本

焼きモンブラン・ひがしやまセット



編/集/後/記

第9回目は株式会社奄美自然食本舗さんです

奄美の自然をそのまま皆さんにお届けするために、
商品を取り揃えています。奄美でしか作れない貴重な
「奄美きび酢」は、さとうきびの絞り汁だけを原料に、
奄美でじっくり熟成して作られます。まろやかな味わい
で、ミネラルも豊富です。黒糖も良質のさとうきびを原料
に、昔ながらの製法で手作りしています。
他にもきび酢を使った「ドレッシング」や、奄美すももを使っ
た「蜜すもも」、「さんご塩」等の商品を展開しております。
http://www.amami-natural.net/

第6波の蔓延防止解除後の6月29日～7月2日にかけて広島市、福山市、
京都市、亀岡市に出張してきました。
ちょうど第1回目の梅雨明け宣言で猛烈な暑さの中、汗だく訪問です。
①お茶漬け・ふりかけ関係で丸二(株)、②有機酢のセンナリ(株)、③有機
乾燥野菜のこだま食品(株)、④蜂蜜の金市商店(株)、⑤白みその(有)片
山商店の5社です。②、③は取引のあるNB商品関係で工場の監査を兼
ねて、他はこれから提案する商品等について代表及び工場長に面談し
協議してきました。
会社訪問及び市場調査の成果についてはこれからの商品開発の中で
報告させていただきます。
今回も、JASMEQアドバイザーの遠藤氏にも同行していただきました。

後記：広島では地元の人しか知らない広島で一番おいしい店の誉れ高い
「貴屋」の広島焼きを食してきました○。

広報紙『JASMEQ』第37号をお届けします。ホームページもぜひご覧ください。

7月初めに一足早く夏休みをいただき、東北を旅してきました。初めて「大人の休日
俱楽部パス」を使いました。JR東日本のフリーエリアで4日間、新幹線も含めて乗り
放題、指定席も6回まで利用できるお得な切符で15,270円です。
旅の目的は、地元大宮アルディージャと岩手グルージャ盛岡のサッカー観戦と、東
北に住む友人との再会、そして宮沢賢治を巡る旅です。子どもの頃に暗記した「雨
ニモマケズ」は今でもそらで言えます。どうしても褒めてもらいたいと思ってしまいま
すが、いつか「ホメラレモセズ」の心境になりたいです。
まずは盛岡に行き市内巡り。盛岡城址公園や北上川の川沿いを散策したり、宮沢
賢治の「注文の多い料理店」の出版発祥の地の光文社などがある材木町などを回
りました。あちこちにオブジェがありました。夜はサッカー観戦⚽

翌日は一旦友人と別れて1人で新花巻まで行き、電動自転車を借りて、宮沢賢治
童話村、山猫軒でランチ、宮沢賢治記念館、イーハトーブ館と回り,、その日は仙台
に泊まりました。3日目は前日に転んだ右足が痛くて予定の山寺には行かれず、再
び友人が車で迎えにきてくれて福島の宿へ。美味しいお料理と温泉を堪能しました
が、足は剥離骨折していました。今年２回目の骨折です。子どもの頃からよく転び、
捻挫はしょっちゅう、肋骨も４回やっていますが、年齢のせいか大けがに繋がってし
まいました。これからは転ばないよう充分に気をつけたいと思います。（坂本）

組合員紹介⑨

所在地：東京都大田区上池台
設立：1998年（平成10年）
代表者：佐藤吉央
資本金：2,100万円

事業内容：奄美大島原産の食材を中
心として使用した食料品及び加工品

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

アキヲの出張日記 広島 京都 6/29（水）～7/2（土）

坂本

宮沢賢治と

宮沢賢治童話村

サッカー観戦

露天風呂に🐍が

http://www.amami-natural.net/
http://jasmeq.com/
mailto:m.sakamoto@jasmeq.com

