毎日の暮らしの中で〝布良″ を使ってコツコツと。

そしてその日の夕食後︑翌日のふ
らっと会議︑全体会議では︑多くの
方から﹁ふらのわ会﹂本部の運営方
法︑事務手続きの対応などで︑多く
の苦言をいただきました︒疑問に
思っていること︑改善点︑しくみの
不明瞭さ︑説明不足︒︒︒どれもこ
れも至らぬことばかりで︑申し訳な
い気持ちでいっぱいでした︒各地で
の﹁つどい﹂こそが１番の使命と思
い︑本部には月のうち１週間ほどし
かいなかったこと︒商店経営から株
式会社経営にと考え︑３年前からア
ルバイトやパートではなく︑正社員
を採用したにも関わらず︑その社員
の力を十二分に活用する手立てを整
えなければ︑本当の意味での商店経
営からの脱却にはなりません︒経営
者として反省することばかりです︒
ふらのわ会を思えばこその皆さん
の熱のこもった言葉に︑ただただ申
し訳ない気持ちでいっぱいでした︒
それとともに︑ふらのわ会を思う皆
さんの気持ちに︑大きな感謝の気持
ちが湧いてきて︑なんだか胸がいっ
ぱいになりました︒ありがとうござ
いました︒
●
この会報の２ページ目には︑この
日の参加者の皆さんにお伝えしたこ
とをご紹介しています︒新たな元号
になる 2019
年︑
皆さんの声を大
切に︑しっかり
とふらのわ会を
運営していきた
いと思っていま
す︒どうぞよろ
しくお願いいた
します︒

本会の特別ゲスト
女優 熊谷真実さんです。

やっぱり感謝の気持ちで
前島雄二
いっぱいです︒
十一月二十五日︵日︶と二十六
日︵月︶︑神奈川県横須賀市にあ
る観音崎京急ホテルにて﹁ふらの
わ親睦会・ふらっと会議﹂を開催
しました︒小春日和の素晴らしい
お天気に恵まれました︒二十五日
は︑各ふらっとさんから︑ふらっ
との活動や様々な体験談︑ふらの
わ会の皆さんにオススメの本など
の紹介がありました︒ふらの愛用
方法︑ふらだからこその貴重な体
験など︑話は尽きないほどの盛り
上がり︒そして新製品である﹁刺
し子﹂を︑この商品開発のヒント
をいただいた水島さんのお話を聞
きながら︑参加者全員でチャレン
ジ …
︒作る楽しさ︑そして刺し子
をしながら得られる大きな癒しを
感じました︒刺し子をすることで︑
さらに体に素晴らしいエネルギー
を届けてくれる１枚になります︒
ぜひ︑多
くの方に
も知って
ほしいと
思ってい
ます︒夕
食タイム
も楽しく
大いに盛
り上がり︑
幸福に満
たされま
した︒
感謝の気
持ちで
いっぱい
でした︒

大
賞 マリムーン ロング
審査員賞 マリムーン クォー
ター
努力賞
パジャマ
アイデア賞 ブランケット
デザイン賞 シーツ
技術賞
シーツ
特別賞
布良糸 1kg
参加賞
糸1かせ

① ふらそらクロス３ｗ
② 四季咲ミニマフラー
③ ストールジャケット
④ ふら抱き枕

在庫わずかなため︑以下の
製品を販売終了といたしま
す︒長い間ご愛用ありがと
うございました︒

【作品コンテスト応募項】
●参加はふらのわ会員に限
ります又は会員からの紹介
者
●作品は布良の素材を使用
● 出展作品は１人１点まで
※ 提出締切 3月20日(水)
※参加者は本部まで
ご連絡ください。
作品多数の場合は入賞を増
やします。
【開催日4月6日茅場町鉄鋼
会館8階大会議室】
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平成30年親睦会＆第15回作品コンテスト

廃盤製品のお知らせ

から、すこやかな暮らし方へ。
布良
高波動の

メール:hula@cure.ocn.ne.jp
ＷＥＢ:http://www.fulanowakai.com
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価 格 改 定 の お 知 ら せ

ふらのわ会 代表 前島雄二
です︒いつもふらのわ会
をお引き立ていただき︑
ありがとうございます︒
この度︑会員の皆様にお
伝えし︑ご理解いただかなければいけな
い大切な案件が２件あります︒１件は値
上げについて︑もう１件はしくみの改正
についてです︒
◎値上げについて
原材料︑流通︑人件費などが︑商品価格
を据え置いた４年の間に急速に上昇しま
した︒
そのため︑どうしても値上げに踏切ら
ざるを得ない状況となりました︒また来
年には消費税の改正があり︑そこを見据
えた対応も必須となっています︒
ここ数カ月︑この点についてお伝えして
きましたが︑株式会社布良の年度始めと
なる 2019
年 月
1から実施してまいります︒
価格についてはふらのわ会報の⒓月号に
価格表を同梱いたします︒ご理解をいた
だけますよう︑どうぞよろしくお願いい

このしくみの大きなポイントは︑コミュ

ニケーション力を高めるため︑アースや
コスモの資格維持のためには︑活動内容
と理解度の

ジャッジを１年に１度行うことにありま
した︒しかしそれを怠ったため︑改正時
の目的から大きく外れ︑割引率の高い人
が増えただけで終わりました︒つまり売
上が上がってきたのですが︑利益が減っ
てしまうことになってしまうという︑経
営的には不健全な状況を招いてしまいま
した︒

今︑一番会社として大切なことは

株式会社布良として︑またふらのわ会
として死守しなければいけないことは︑
会社を存続し︑①ふらをキチンと届ける
こと ②︑ふらを安定して作ることです︒
会員の皆様にご不便をかけずに︑ご愛用
し続けていただける状況を維持すること
が︑一番大切なことです︒
実はこの夏︑税務署の調査が入ったこ
とがきっかけで会計を見直しました︒こ
のままでは売上があっても継続が難しく
なるという︑不健康な状況でした︒大変
ショックでした︒これからは普及はもち
ろんですが︑そのためにも健全な運営を
はかっていくことに︑もっと注力して行
かなければと︑肝に銘じました︒
しくみの改正については︑準備出来次
第︑ご説明をしてまいります︒
皆様にはご迷惑をおかけしますが︑何
卒ご理解をお願いいたします︒
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たします︒
◎しくみの改正について
現在のしくみは︑３年前に改正しました︒そ
れ以前の 活,動費の計算方法は資格の差が中心
のしくみで︑単純で分かりやすいものでした
が︑ビジネス色の強いものでした︒しかしそ
れでは布良を普及するためには︑コミュニ
ケーションを大切にした﹁グループの輪・
和・環という販売スタイルを作る﹂という目
的とはそぐわないと考え︑熟考ののちに改正
したしくみでした︒これでもっとグループ活
動が出来る︒そして活気が生まれ︑ファンが
増えると期待し︑スタートをしました︒

クリスマスリースの紹介

研修会の様子 まじめさ、
真剣さ、想いの会議でした

可愛いリースにしか見えませんが、
よーく見るとふらのコットンボール
のガクを丸くつなげそこにデコレー
トしてあったのです。
自然にエコロジーの場が出来てきま
すね。Good アイデアです。
紹介はふらっと福井の石原さん
綿を栽培している方が増えています。
試してくださいね。

研修会の様子、各地のふ
らっとさんが活動の紹介と
想いと普及体験の発表
研修会の様子、手作り教室
でやる刺し子の実演指導を
水島さんにお願いした。

懇親会の様子、この後は楽 ふらっと会議の様子、
しい歌合戦やジャンケン大 休憩時間、初めて会う布良
会などで燃えました。
の仲間と自然に仲良しに
なっていた。

おめでとうございます

エコライフ賞/今月の受賞者
●グリーン会員の仲間を月間３名以上推挙された方。
●感謝の印に特製マリムーンをプレゼント。
●サンプルとして使う種類の違う複数の製品を半額に
て購入できる特典を進呈。

水島さん と 物づくりとお話会
デドックス 好転反応についてご心配の方へ
参加をおすすめします。
曜日：毎週 土曜日 時間：13:00〜17:00
場所：ふら東京サロン
※ つどい と重なる時には つどい を優先させていただ
きます。

・福井市
・山口県

M・S 様 グリーン 3名
蔵田 様 グリーン 3名

「ふら」 手編みクラブ

糸紡ぎ練習日
曜日：毎週木曜日 午前・午後
料金：機械使用料3 0 0 円
講師：生亀実佐子先生
(糸紡第1号マイスター)
場所：ふら東京サロン要予約

曜日：毎月第一・第三水曜日
時間：10:30〜15:30
料金：無料
講師：中西 陽子先生
場所：ふら東京サロン

綿畑見学＆栽培体験予定日
● 集合場所：京成成田駅 東口下車 アパホテル前 午前9:０0（無料）出席はんこ有り
●予定日 １２月３６１４２１２７
●用意するもの：作業服・帽子・長靴・水筒・着替え・お弁当・野菜袋
申込：本部電話 03−5540−8511 畑の質問：前島 090-3237-4539

年末年始の営業の案内

年内は１２月28日まで受け付けますが発送は25日受け付け分まで年内発送します。
新年は1月5日より営業開始です。よろしくお願いたします。
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今年もあと一か月となりました︒

染め糸（さっぽろサロン）
ふらの編み物を楽しめる色が
棚いっぱいあります。

寒い日が続きますが︑皆様いかがお
過ごしですか？
札幌では︑たくさんの布良の製品を
取り揃えています︒中でも︑糸はお勧
めで︑北海道の長い冬を楽しく過ごす
ために染めた糸を豊富に揃えています︒
糸は草木染が主流ですが︑ハッキリ
した色がほしいときはエコ染料を使い
ます︒
赤や黄緑など︑きれいな色に仕上が
ります︒ 寒くなると編み物をしたく
なります︒
サロンでは編み物教室も随時行って
います︒今は決まった先生がいないの
で︑私たちスタッフとお話しながらお
茶しながら︑また︑教えあいなが
ら・・・と言う感じです︒気兼ねせず
にいつでも遊びに来てくださいね︒今
の場所にサロンができて⒖年になりま
す︒これまで以上に皆様に気軽に足を
運んでもらえるような雰囲気のサロン
作りに努めてまいります
これから
︒
もよろしくお願いします︒
鶴 飼

ふらっとプラス札幌 TEL011-261-5615

布良の勉強会と「つどい」 30年12月の案内
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