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2010年度活動テーマ

目

4月1回

春の生協強化月間 仲間作りを
2010春、地域をつなぐワクワク商品

10月1回

あなたの買い支えが地域の食と環境を守
る/お米の定期契約＆サポーター運動

4月2回

食はローカル、地域自給
天池さんのヒナ、イタチに襲われる

10月2回

宮城黒澤さん 目いっぱい土に生きる
組合員から平和のレポート

4月3回

政府農政を転換 農業農村を支える社会
地域の森里海の人がつながって

10月3回

地域で気持ちつながって
地区別組合員懇談会スタート

4月4回

「納豆こうじ漬け」新登場
はねだしリンゴ利用ありがとう

10月4回

農にふれる、生産者とつながる
みんなでつなげるコメ支持運動

5月1回

食と生命の連続講座⑤
「子供たちの性と生」野村啓子さん講演会

11月1回

COP10/MOP５ 遺伝子組換え生物被害
国際ルール採択から国内法の改正を

5月2回

農水省、遺伝子組換え農作物リーフレット
配布問題

11月2回

「食は生命」の事業継続のために/上半期
決算報告/専務理事からの呼びかけ

5月3回

黒字決算となりました。2009年度決算報告
お茶に使われるネオニコチノイド系殺虫剤

11月3回

やさと特別栽培米 カメムシ大発生に伴う
カメムシ防除なしのお米の契約

5月4回

2010みんなで取り組む「早わざ交流」
事業方針「地域で支えあう食・農・環境」

11月4回

業務・経営改善、職員労働時間の短縮
黒澤さんの有機米づくり

6月1回

鈴木牧場のフレッシュチーズ登場
2010年度総代名簿公示

12月1回

ＴＰＰ 政府・財界・マスコミの大宣伝に騙さ
れないようにしよう！

6月2回

自給大豆で醤油づくりへ
ミツバチはどこいった 市民公開研究会

12月2回

11/6生協まつり ふれあい紙上体験
生産者と消費者がつながり団結を

6月3回

初夏の旬 梅・らっきょう漬け
組合員田・田植え交流 春の商品説明会

12月3回

2010年もあと一ヶ月 年末年始予定
村山さん直伝、手作りチャーシュー

6月4回

飼料自給化 玄米若鶏２年目供給スタート
米と発酵の食文化 米酢 飯尾醸造講習会

12月4回

鈴木牧場東京講演 健康に牛を飼うこと
パン用小麦、ユメシホウ種まき

6月5回

組合員がつながる 主役は自分
総代会参加感想集 東海村放射能廃棄物

12月5回

霞ヶ浦導水は涸沼シジミを壊滅させる
環境と資源を大切にする７生協共同声明

7月1回

第37回総代会全議案可決承認
第19期役員名簿

1月1回

みそ開きお済みですか？/カメムシ斑点米
試食会/涸沼しじみ稚貝放流に

7月2回

総代会特集 総代からの感想・意見１
第19期役員抱負・所信

1月2回

日本の風物誌 たくあん漬け用大根干し
幼稚園大根食育 坂東地区常総ｱﾋﾟｰﾙ

7月3回

総代会特集 総代からの感想・意見２
シンポ「健康を支える食と農」

1月3回

手作り味噌の寒仕込みの季節
契約大豆不作、備蓄で助かり

7月4回

総代会発言集
下村進監事退任あいさつ

1月4回

反ＴＰＰ/強めよう！食の地域自給プロジェ
クト 2011年自給重点事業

8月1回

農薬問題 市民研究会
ネオニコチノイド系殺虫剤ってなに？

2月1回

わが家の食文化 味噌づくり 講習会日程
世界の穀物再び高騰へ/賀川豊彦記念館

8月2回

農薬問題 有機農業の畑にいらっしゃい
天敵コマユバチの生態と農薬

2月2回

2011年度、新たな時代に応える生協事業
と活動に向けて/第Ⅲ四半期決算

8月3回

地域の食育 生協母さん笑顔でお出まし
平和のバトンを引き継ごう「戦争の真実」

2月3回

地域に広がれ味噌づくり/味噌汁の好きな
子がよい食べ物を選んでくれたらいいね

8月4回

自分たちの地域は自分たちで/つながる生
ゴミﾘｻｲｸﾙ交流会案内/第Ⅰ四半期決算

2月4回

パン用小麦 麦踏み隊 幼稚園児が応援
国際協同組合年に向けて/生協TPP学習

9月1回

戦争？そんなの昔の話？ 谷田部飛行場
なぜ生協は平和を希求するか

3月1回

ＴＰＰ 沖縄の自立に向けて/自由貿易で
ない生き方を私たちがみつける

9月2回

秋の生協強化月間 協同の街・協同の地域
第２回つくば有機農業映画祭

3月2回

ＴＰＰでどうなる～医療
農業だけでなく24分野に及ぶTPP交渉

9月3回

市場に買い叩かれるコメ農家と生消提携
消費者運動の先駆者 野村かつ子さん追悼

3月3回

ＴＰＰでどうなる～食 アメリカによる日本へ
の要求 食品添加物障壁ほか

9月4回

平和のバトンを引き継ごう
坂倉清さんの戦争体験を聞く集い

3月4回

ＴＰＰでどうなる～外資による国土・水資源
の買収 /米国政府要望書復活

9月5回

平和を引き継ぐ
撫順の奇蹟 坂倉さんのお話し要旨

3月5回

2010年度活動のまとめ
商品事業活動のまとめ

手間いらず、愛情たっぷり

発行/副理事長 大石
tel：050-5511-3926

楽しく 母さん
早わざ 交流

【ものづくり、人づくり、地域づくり】

2010年度活動のまとめ（１）
組合員の台所のアイデア「食の早わざ・工夫」紙面交流

あ！ これ頂きました！

お母さんの早わざ交流
いかがでしたか？

今週のカタログは早わざ傑作選
うの花いなり

れんこんチップ

カタログにのった
台所の「早わざ」
頂きました！
ありがとう！

ひじき煮の残りは
押し豆腐で白和えに

お鍋に残ったカレーが
カレーうどんに変身

塩こしょうで味付けするだけ
とれとれあじのつみれ

常備しておくと何に
でもすぐに使えた万
能調味料

らっきょうの甘酢漬
けの汁で酢豚簡単

素早くできるおもてなし サーモン押し寿司

カタログ１６ページでは 2010年度
「わたしのお気に入り」大集合！
組合員、生産者からのおすすめイチバン。まだ試してない方、ぜひこの機会に！

【生協仲間・台所の早わざ 「あ！これ頂きました！」】

楽しかった～！ 毎月の「早わざ」交流
お母さんの早わざ 交流テーマ

６月

乾物の使い回し 旬のキャベツ使い切り術 すり身交流

７月

７月はカレーのワザ わが家の早わざカレー大公開！

８月

豆腐・油揚使い回し術
（うの花いなり、油揚ピザ、ﾁｰｽﾞ納豆きんちゃく、油揚のっけ焼き）

９月

味噌汁「だし」の早わざ交流

何にも使える「万能だし」交流

10月 野菜の下ごしらえのワザ （ほうれん草＆小松菜＆パセリ）
11月 旬のレンコンを使った早わざ交流！
12月 年末年始、早わざ「おもてなしメニュー」

（ｻｰﾓﾝ押寿司・ｷｬﾍﾞﾂ重ね蒸し・ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ私流）
１月

旬の「大根」早わざ料理術
（きんぴら・ゆずぽん酢漬け・ふりかけ・スパ）

２月

ひな祭のデコレーションのわざ

３月

年間早わざ傑作選（下記）

【表紙】ひじき煮残りアレンジ自在

【２～３ﾍﾟｰｼﾞ】

●白和えは
「押し豆腐」で
何でもござれ！

パセリの冷凍、アッと
いう間のパラパラ
みじん切り

【11ﾍﾟｰｼﾞ】
「壺」がツボ
「スープカレー」
で元気！元気！

2010年、生産・消費の提携・支え合い前進
【2010年度 ５つの前進】

● おコメ定期・サポート契約制スタート！
コメ市場価格暴落の中で、組合員がしっかりコメ生産者
を支えました。めぐみちゃんは１２０％の結集！

● 鈴木牧場の「ナチュラルチーズ」開発！
ヨーグルトに続いて2010年、念願の「チーズ工房」完成。
最後まで頂くお肉も定着、カタログ本紙展開へ。

● 備蓄大豆の加工品誕生！納豆こうじ漬け・醤油
茨城と山形の食文化のコラボ 『納豆こうじ漬け』誕生！
豆乳、おから、豆腐づくりセットでも供給。
備蓄大豆を使った醤油仕込み 2011年冬醤油もろみ供給開始へ

●涸沼漁協との提携 「涸沼しじみ」134％の伸長。

【今週カタログで傑作選再紹介】

【11ﾍﾟｰｼﾞ】
「切り干し大根」と味噌汁
は最高のカップリング
お試しあれ！

地域で支え合う食・農・環境
～みんなの利用が地域の農・海・環境を守りました～

【この一年の早わざ交流】
月

【2010年度活動方針３～商品事業活動のまとめ】

青菜は「ゆで・小分け
冷凍」で、冷凍庫は
魔法の引き出し

【４ﾍﾟｰｼﾞ】
「とれとれあじ」タタキ
で簡単
あじつみれ
ハンバーグ

涸沼漁協・漁師さんたちとの提携強まりました！ 稚貝放流も２年目。
使い勝手のよい冷凍しじみも普及・定着。

●やさとの若手有機生産者「野菜セット」独立へ
「やさとの仲間セット」から曜日毎に若手生産者固有の野菜セット
に独立。あたらしいスタートに。

2010年、地域の「食・農・環境」への取り組み
●涸沼しじみに重大な影響を与える霞ヶ浦導水問題に対して関東地域の生協に呼びか
けて７生協合同で「涸沼しじみを守る生協消費者の共同声明」発表。
●ネオニコチノイド系農薬に関する合同研究会を開催。やさと農協の特別栽培米につい
てカメムシ防除しないお米の供給を頂きました。
●茨城県有機農業研究会、推進フォーラムと連携して有機農業推進に務めました。
●地域で育む子どもたち・・・地域の幼稚園との食育連携が広がりました。
●ＴＰＰにかかわる情報提供を組合員・地域に発信し、あらためて生産・消費の提携、
地域自給の実践の大切さを呼びかけました。

