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【ものづくり 人づくり 地域づくり】 6/15 総代会、 総代さん１年のふりかえり

　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2013 年度活動テーマ
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役員補充選挙公告 （役員選挙管理委員会）
2013 年 5 月 1 日

役員選挙管理委員長　増本綾子

　理事会より 「組合の事業経営執行体制の強化」 を目的に職員理事を補充したい旨の要

請がありました （現在職員理事は柿崎専務理事１名のみ）。

　これを受けて、 現在の役員 （理事） が定数内 （定数１０人以上 15 人以内に対して現在

11 名） であることから、 下記の通り役員補充選挙の公告を行って立候補を受付け、 6 月の

第 40 回通常総代会に報告して承認を頂くこととしました。

　但し、 補充役員の任期は第 20 期役員任期終了までの１年とします。

　　（立候補受付期間）　2013 年 5 月 1 日～ 5 月 31 日

常総生協 ・ ・ ・ 新たな段階で再スタート！
さあ、 「はじめよう！暮らし見直し、 総点検」

昨年の総代会風景

「2013 年度総代さん」 確定へ
　2013 年度の 「総代 （組合員の代表）」 の立候補者名簿がまとまり、 5 月 7 日に開催され

る総代選挙管理委員会 （委員長津田三晴さん） で確定します。

【４月度事業速報】
　4 月からの配達料導入の影響で組合員は減となりましたが、 残

る組合員で供給高堅持。 一人当利用額も春休み明けの 4 月 3

回から 6 千円を上回りました。 注文書提出率も 90% を目標に。

（共同購入）

○加入　２３名　　　脱退 380 名 （年次整理を含む）

○活動組合員数 （4 月末） 3,799 人 （前年差△ 818）

○供給高１ （月次） ８, ３７０万円 （前年比 101.0%）
　　　　　　4/1 ～ 4/30 営業日数 22 日 （前年 21 日）

○供給高２ （週次） ７, ７９５万円 （前年比 95.0%）
　　　　　　　　　　　　（4 月 1 回～ 4回）

○一人当平均利用高　５, ８９０円（前年差＋５２３円）
　　　　　　　週次の一人当利用高推移と注文提出率

（店舗 ： 戸頭店） ３１７万円 （前年比 91.3%）

月 ・ 回 一人当利用高 （前年差） 提出率

4 月 1 回 ５, ４７６円 +236 86.7%

4 月 2 回 ５, ９７１円 +356 88.6%

4 月 3 回 ６, ０４４円 +771 90.3%

4 月 4 回 ６, ０５６円 +713 89.9%

第 40 回常総生協 通常総代会開催通知
（総代招集通知 公告）

【日時】 2013 年 ６月１５日 （土）
　　　　　　9:30 ～ 12:30
【場所】 つくば市 レイクサイドつくば会議室

（つくば市下岩崎 708-1）

（総代会）年１回開催される協同組合の総会（組合員代表に

よる総代会）で、組合の最高議決機関です。2012 年度の

活動のまとめや事業の決算を承認し、2013 年度の活動方

針や事業予算を検討し決定する場です。

（春の組合員討議と総代選出）現在、理事会より 2013 年

度の活動方針が提案されて「春の組合員一斉討議」、アンケー

ト・地区別懇談会が開催されて討議がすすめられています。

同時進行で 2013 年度の組合員代表である「総代」の選出

が間もなく確定します。

６月 15日（土）は

第 40回通常総代会

○午後からは生産者との交流会が予定されてます。

総代さんでなくても、 ぜひごいっしょに参加下さい。

昨年の生産者との交流会 レイクサイドつくば
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○振り返りの懇談会に参加できず、申し訳ありません。

友人との会話で「常総生協の品は高いよね」と口にさ

れます。常総生協で取り扱うものがなぜ高いのか、逆に、

スーパーや他生協の品物がなぜ安いのかを知ってもら

うことができるといいなと思います。また常総生協の

組合員さんでも、どのように使ったらいいのかわから

ない、どんな味かわからないなどの理由から買うこと

がない商品があるのでは？と感じます。先日開催して

いただいた、持ち寄り交流会はとてもよかったと感じ

ました。現に自分が今まで一度も購入しなかった商品

を購入してリピートするようになりました。総代とし

てなかなか活動に参加することができず大変申し訳な

く思っております。常総生協さんの理念には本当にあ

りがたく思っておりますので、今後もできる範囲で参

加させていただきたいと思います。どうぞよろしくお

願い致します。（守谷市）

○「健康で経済的なくらし」のために、良質のものを

少しいただく大切さが理解できた様に思います。「発酵

食品」の大切さ、「子どもたちの健康を守ろう」続けて

行かなければならないと思います。復興食品を利用す

ることの大切さを感じました。あまり参加できた活動

はありませんでしたが、活動方針をよく理解してゆき

たいと思います。（守谷市）

○普通お会いできない他の地区の総代さんとお会いす

る事ができてよかった。皆さん雨の中きてくださって

ありがたく思いました。総代さんの意見を一人一人聞

くことができてよかったです。皆さんとてもまじめで

いらした、総代活動について ｢ あまり協力できなかっ

た。｣ とおっしゃる方が多かったけど、少しずつ今回

のようにお話してつながっていく事の方が大切に思い

ますので、総代をあまり負担に思わないでくださると

いいなと感じました。（守谷市）

○総代の大役を頂きましたが、おはずかしい程何もお

手伝い、貢献することができず、心より申し訳なく思っ

ております。しかし、総代会、生協祭りに参加したこ

とで、生協の素晴らしさを再認識し、真面目な生産者

の皆々様には、食に対する姿勢等々、多くのことを学

【６月総代会に向けた地区別組合員討議】

各地区の組合員懇談会すすんでます！

「くらし見直し」 …子育て他、 忙しい毎日を送り食生活の
マンネリや使い回しが出来ず悩むところなので先輩組合
員が教えるズボラ料理 （一週間の使いきり / 作りおき）
をシリ－ズで計画することに （5/1 松戸 ・ 流山地区）

2012 年度各地区総代さん、 この１年の活動の感想や反省

会場から出た後も話しが尽きない
牛久地区懇談会。 （4/19)

「常総は絶対なくしちゃ駄目だよ。
頑張ろうっ！」 「私の協力はまず
は買うことでしかないかな」
「私は総代やって一番良かったこ
とは、 友達が出来たこと。 私は

畑の野菜や土壌や放射能検査にも通って、 ３年目にしてやっと桜が咲いたなぁーっ
てホッとしたところ。 原発問題で生産者の方とも出会えて、 何だか不思議な繋がる
関係が出来て‥、 常総生協ってそういうところかな。」

タッパー持ち込み知恵袋交流会の利根 地区懇談会。 （5/2)
「次の人を育てたい。 だから今年は総代 譲るわ！やりくりはめったに買い物
に行かないで生協一本。 キャベツなら丸 １個、大根も 1 本届く。 とにかく「常備菜」を作っ
て食べきる様にしている。」 「何もできなかったけど署名には協力できたよ」 「旅に行って被
災地を目の当たりにした。 原発はだめ。 なのに、２年経つと忘れてしまう。 だから、「ニュー
スレター」 は時々思い起こさせてくれる。」

「どれどれ！」 若手組合員のお弁当をスマ
ホでのぞく。 「キャラ弁？」
「今や野菜も変わってしまったね？野菜切
れてスーパーへ行って驚いた。 水耕栽培
の野菜、 あくがないホウレンソウ、 本来の
粘りのないレンコン ・ ・ ・ 。」
「福島の子等に布団をのところでご一緒、 お
くるみプレゼント出来た」 （4/23 取手地区）

「7 月で丸 5 年。 サンプルの岩
瀬さん豚肉、 おかべや豆腐が
あまりに美味しくて加入。 生協
祭などでお手伝いをしてから、
すごい生産者がいる生協に感
動して続いている感じ。 常総生
協のレシピ集作ろうよ。」

「子ども被災者支援法」 の
署 名 を 届 け に 来 た の！
（4/22 つくば地区懇談会）
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ばせて頂きました。今はとても厳しい時代で、生協職

員、生産者の皆様、並々ならぬご苦労をされておられ

ると思います。今後は少しでも多く商品を購入するこ

と、そしてできるだけの地域でのお手伝いをすること

で、お付き合いさせて下さい。（ビラ配り等、やらせて

下さい！）（龍ヶ崎市）

○名ばかりの総代になってしまい申し訳なく思ってお

ります。地域の組合員同士の繋がりが全く無いので早

く、班配達を実現させてほしいですネ。そうすれば、

班会が開け、組合員同士の交流ができ、（私自身が）元

気になれそうですから・・・・。遠くへ足を運ばなく

ても、ごく近場で出来る事を考えて行きたいと思って

いるのですが・・・。（つくば市）

○地域で活動されている方がいると知って勉強になり

ました。昨日、生協の仲間とも話してみましたが、料

理しながら集まるには交流センターの使用料と調理室

に子供が入れない事がハードルです。自宅では人数が

限られますが、考えてみます。（つくば市）

○脱原発・放射能対策の真撃な姿勢に感謝しています。

去年は娘が北海道士別農園さんへのプチ保養ツアーに

参加させて頂きました。代表の突然の訃報に接し娘も

私も大変驚き、悲しく思っております。去年ツアーの

話し合いの際「もう少し近い場所でできないか？」と

いう話しをしておりました。名案は今はありませんが、

ぜひ、そんなことが、出来るとよいなぁと思います。

総代としてのお役目、なかなか果たせずすみません。（つ

くば市）

○なかなかお役にたてないまま、いつの間にか一年が

経ってしまいました。常総生協の扱う品物のよさを広

めつつ、できることをお手伝い・参加していきたいと

思っています。（つくば市）

○今回、地区で「こどもこんだて」が始まり、前年な

どに比べて充実した総代になった気がします。あまり、

出席はできませんでしたが、他のママも「がんばって

いるなー」「同じ気持ちなんだな」と共感でき、参加さ

せていただいた事ありがたく思いました。（つくばみら

い市）

○総代の仕事はよく分からないけど・・・と「お引き受け」

（と言うとたいそうな感じがしますが）して、よく分か

らないまま一年間がすぎました。仕事というかお手伝

いなどの募集もあまり聞かなかったのですが、たまに

お話があっても、下の子の学校で役員の任期中のため

都合がつかないことが多く、お役に立たない総代でし

た。意欲的な活動をされている総代の方々や本部の方々

には、私などの目には見えない所でお世話をかけてい

ることと思います。本当にありがとうございました。（流

山市）

○何をするのが総代か分からないまま一年間を終え、

申し訳ない気持ちです。にもかかわらず、２０１３年

の総代も続けてお引受けしてしまい、今年こそは、少

しでも何をした、ということを残せるように微力を出

していきたいと思います。常総生協のスタッフさん、

こんな総代で大変だと思いますが、ご指導の程、宜し

くお願い致します。（我孫子市）

○総代としての仕事があまりできなくて、大変申し訳なく

思っています。総代同士、お互いに連絡を取り合うな

どして行事など企画できれば良かったなあと思ってい

ます。どうすれば組合員の皆さまに、興味をもってお

しゃべり会やいろいろな講習会などに参加してもらえ

るのか悩むところです。1 年間ありがとうございまし

た。（柏市）

○たいしてお役に立つことも出来ずにいた一年間であ

りましたのに、いろいろな心配り、ありがとうござい

ました。常総生協を支える皆さんが、それぞれの立場

で日頃の生活に、食に、何を取り入れるか、気を配っ

ていらっしゃる様子がわかりました。私の動機は、自

然環境を守るためであります。常総生協で扱う食品、

生活用品を買うことが未来の子供たちに残したい美し

い空気、海、安全な大地につながると思っているから

です。ですので、１００％信頼している常総生協に私

にできることで、これからも微力でありますが携わっ

ていきたいと思っています。総代としてはお役に立て

ずに終わりますが、皆さんのこと常に応援しています。

ありがとうございました。（つくばみらい市）

○この 2年間、常総さんにはとても感謝の気持ちでいっ

ぱいでした。何かお手伝いを・・・との気持ちから総

代をやらせて頂きました。生産者さんたちとの交流な

どとても楽しかったです。たいしたことは出来ません

でした。申し訳ありません・・・。子どもの血液・甲

状腺・尿検査等、本当にありがとうございました。ま

た何か力になることがあれば協力させて下さい。（我孫

子市）

○今回は出席できず、申し訳ありません。去年に引き

続き、2 度目の総代です。去年は、あまりお役に立て

なかったかもしれません。（今年はあと少し！頑張りた

いなと思っておりますが）かすみがうら地区に何人か

組合員さんがいらっしゃいますが、なかなか交流が持

てないので、そういう機会があればいいなと思います。

個人的に、近所に同世代や若い方々の世帯があり常総

生協のことを知ってもらいたいと思ってますが、なか

なか声をかけづらいです。でも知り合い（友人）に生

協の物をおすそ分けして「私、こういう生協に入って

るんだけど・・・」ということを少しづつですが始め

てみました。スーパーで売っている品物と比べ、少し

高いので、見る人が見ると「贅沢をしているのね」と

４／２４には本部にて総代１年の振り返り懇談会を開催しました。
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生産者－消費者が手をつなぎ、 福島再生に取り組みます。 常総生協と日本有機農業研究会、 放射能共同検査室の支援体制で、 千恵子のふ
るさと二本松の有機農業の大地再生の応援に入ります。 今回２回目は、 あいコープふくしまさんもおつきあいのある二本松有機農業研究会のみ
なさんの畑で、 ワタの栽培もはじまります。 二本松市街の空間線量は部分的に高いところもありますが、 平均して屋外は 0.2 ～ 0.3µSv。 茨城県
南～千葉東葛地区とほぼ同様です。 一泊二日で作業します。 参加できそうな方、 ごいっしょしませんか！生協までご連絡ください。

いう印象をうけるようです。高いかもしれませんが、

体にやさしい食品ばかりだし、スーパーで売られてい

るものは何故安いのか？とつきつめてみると、色々な

現実や問題があるということになかなか目が向かない

のでしょうか。そのあたりをズバッ！と説明できたら

いいなぁと思っている今日この頃です。今年もマイペー

スに活動していきたいと思っています。（かすみがうら

市）

○いろいろなことを知ることができた貴重な一年でし

た。ありがとうございました。（流山市）

○一年間総代をやらせていただき、ありがとうござい

ました。常総さんの食や環境への取り組みとても興味

深く、もっと色々参加できたら良かったのにと思いま

した。これからも、私にできる範囲で応援していきた

いと思います。ありがとうございました。（松戸市）

○毎週お世話になってます。４月２４日の会議に参加

できませんで申し訳ありません。総代として名ばかり

でした。５月８日の地区の交流会には参加させていた

だく予定です。会場は岩井公民館和室を予約してあり

ますのでよろしくお願いします。（岩井市）

○小さい子連れで地区懇談会も総代会も部屋に入れず、

廊下や外をうろうろしており失礼しました。いつもこ

んな総代でいいのだろうかと思ってしまいます。7 月

の第４子出産でまたまた動けなくなりそうですが、子

や自分のために命ある食を感謝していただきたいとい

う思いは一層強くなりました。常総生協さんとともに

歩んでいけたらと思います。一年間ありがとうござい

ました。（つくば市）

○初めて総代にならさせていただきましたが、名ばか

りで何ができたかな？と思ってしまいます。ただ、私

自身は、総代会に出させていただいたこと、綿の企画

（あいコープふくしまさんとの交流・綿つみ）に参加で

きたことで、色々学び、楽しませていただきました。「い

いとこ」ばかりのようで申し訳ない思いさえします。

　だから、というわけではないのですが、もう少し関

わらせていただきたいと思って、もう一年やりたいな

と考えているところです。今度は、もっと戦力・・・

とまではいかなくても参加したいと思います。（柏市）

○孫の世話のため、全部に参加はできませんでした。

今年も夏前まで（4 ～ 6 月）何かもしあれば孫の世話

に突然借り出されるかもしれません。原発事故がいつ

まで私たちの暮らしに影響を与えるのかわからない中

で、食生活は大事だとつくづく思います。（利根町）

○総代懇談会に出席出来ずに申し訳ありません。当日

はボランティアの活動日となっておりますので、ごめ

んなさい。10 年以上お世話になりながら、なかなか

お役にたてずにお世話になっているばかりで、感謝し

ております。生産者と消費者を繋ぐ大切な生協なので、

私に出来る事をして少しでも発展していける様に協力

したいと思います。（私に出来る事）一品をプラス購入・

基本の調味料は必ずストックしておく・味噌作り講習

会には参加して手前味噌を持参する・注文書を提出忘

れたら 1000 円増資する・私だけの楽しみのおやつ（テ

ンペや生乳たっぷりヨーグルト）は忘れずに注文する。

( 龍ヶ崎市）

○お役を頂きながら、仕事が不定期にあり、あいにく

都合が合わず、責務を果たせず心苦しく思っています。

原発、TPP 問題と食の安全に不安材料はつきません。

その中で生協は台所を預かる私共の頼りになる「より

どころ」です。難しい時代ですが、どうかよろしくお

願いします。（取手市）

福島 ・ 二本松へごいっしょしませんか 震災 ・ 原発事故から２年震災 ・ 原発事故から２年

有機農業が先導する復興再生有機農業が先導する復興再生

常総生協－日本有機農業研究会－ NPO シャローム－二本松有機農業研究会－あいコープふくしま がつながって

　　" 猫の手 " 農縁隊　ワタの種蒔きもします！
　　　草取り、田植え、ワタの種蒔き、農作業のお手伝い。有機のプロは機械を使って畑の減染作業

　　
　　

５/25 ～ 26 生産者も消費者も被災現地に集合！

初回は昨年 11 月。
東京 ・ 関東から消費者も
総勢 40 名で畑の後片付
け。 生産者は機械を使っ
て深耕で土壌の放射能を
薄める作業をして 60% ま
でセシウム濃度を下げる
ことができました。


