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【3 月の予定】 ※ 3/7 現在の予定です。

　　●地域での活動 ・催し ●基幹運営 ・対外関係

3/29 （土）　
10 ： 00 ～ 14:00
綿交流会　
電動綿くり機お披露目

（常総生協本部）

3/15 日 （土）　
9:00 ～ 11:00
原発事故！避難計画は立て
られるか？上岡直見さん講演
会 （東海村中丸コミニュティ
センター ・多目的ホール）

3/22 （土）
12 ： 30 ～
おしどりマコ ・ ケン
トークイベント
（土浦市民会館）

震災・津波・原発事故から 3年。

福島きのこ

「農業人の誇りをもって頑張っていきます」
　　　　（福島県・ハッピーファーム、吉田キノコ園）

催し情報は、 常総生協のホームページもご覧ください。

ハッピーファーム安田さん

　　おすすめ 『味付けなめこ』

■材料 （４人前）
なめこ 200 ｇ、 めんつゆ大 3、 水 50 ｃｃ、

大根おろし ・ 葉ねぎ適宜

■作り方
水にめんつゆを加え、 煮立ってきたら、

なめこを入れて水分が無くなるくらいまで

煮詰めます。 大根おろしと葉ねぎをのせ

てお召し上がりください。

☆冷蔵庫で３日くらい保存できます。

【4月から変わること】
●商品カタログの価格表記が 「本体価格と税込８％価格の併記」 になります。
●配達料は108円になります （基本料は100円のまま）。
●スクロール （衣料品） のネット注文が可能になります。
　　　（分かりにくかった色・柄・雰囲気を確認できます）

先週加入された、 常総生協の

新しい仲間をご紹介します

～こんな理由で加入しました～
正直な素材を作る⽣産者の姿勢が分か
り加⼊しました！
つくば市で開催された「⾷と命の講演会」
に出展していた常総⽣協のブースに⽴ち寄
りました。そこで試飲させてもらった野草
茶の味と⾵味が気に⼊った事と⿊澤さんの
お⽶に対する取り組みに納得して⽞⽶を
買って帰りました。⽣産者の姿勢が分かり、
正直な素材を取り扱っている常総⽣協が気
に⼊り、加⼊しました。（⼟浦市 Ｍさん）

ご飯やそばの
おともにどうぞ
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　【3.11から3年。生産者からのリレーメッセージ②】　

　　福島きのこ　「農業人の誇りをもって」

安田さんのなめこ安田さんのなめこ

来週以降も、 震災後、 地域と共に歩む生産者からのメッセージをご紹介する予定です。

87878686

　　あれから３年にな

りますが、 震災後

の復興応援も少

なくなり、 業者で

の取り扱いも福島

　あれから３年。 今の地域の様子
は何事も無かったかのようにみえ
ます。

吉田さんのえのき茸吉田さんのえのき茸

と言うだけで未だに買って貰えない状況

がずっと続いています。 西の方は全然見

向きもして貰えません。 原料の分析、 キ

ノコの培地の分析、 収穫したキノコの分

析、 ３回の分析検査を経てようやく出

荷になるのですが ･･･

　未だにまだ多くの消費者の皆さまにこの

辺りの理解が頂けないのでは？と思いま

す。

 　

　これからは消費者の皆さまをお迎えし

て、 実際に栽培してる所を見て頂き、 安

心を伝えていきたいと考えています。

　山羊達とお待ちしてますので、 是非福

島においでください！

              　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　ハッピーファーム  

　　　　　　　　　　　　　　　 　安田潤一

　今の福島の農業は検査分析から
始まり、 検査分析で終わります。

先月 2 月中旬の大雪でコンビニやスー

パーでも物が買えないという状況に 3 年前

を思い出した方々も大勢いたと思います。

時が過ぎれば、 人間都合の悪いことは忘

れようとするものです。

農地 ・ 住宅の除染もだいぶ進み、 少しず

つ空間線量も下がりました。 小 ・ 中学校で

も校庭で過ごす時間も増えてきています。

菌茸業界に目をやった時に、 椎茸の原

木栽培は廃業に至った生産者が何人かい

ます。 きのこが売れなくて、産業廃棄物

として処分する生産者がいるのも現実

です。 放射能測定で安全といわれてもな

かなか食してもらえない。 残念の一言であ

ります。

でも負けないで前進しなければいけませ

ん。 「風評」 も一歩ずつ 「好評」 にかえて

農業人の誇りをもって、 今後も頑張ってい

きたいと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　吉田キノコ園

　　　　　　　　　　　　　　　　　吉田貞雄
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青のりの状態を確かめる久田さん

　【復興震災基金】　多くの皆さんの気持ちに感謝します

　2013年度　復興基金会計報告
 震災から３年。かつては高級鮮魚出荷漁港として名を馳せた相馬
松川浦。現在、試験操業の対象魚種は 33 種類に増えたものの、まだ
本操業できない状況です。相馬のもうひとつの特産、青のり ( ひとえ
ぐさ ) も、震災直後から「相馬の特産の青のりを何とか残そう」と、
試験的に種付けして今年で３年目の収穫期を迎えました。生協でもこ
の間支援してきました、青のり専業漁師の久田要一さんに、今年のの
りの様子をきいてみました。

 「例年なら１⽉には初摘みができるのですが、今年は３⽉に⼊っ
ても摘み取るまでに育っていません。漁師仲間とも話しているの
ですがおそらく、例年にない寒さ、更に公共⼯事で⾏われている
⼤量のコンクリート構造物の影響かもしれない。のりの⼀部が
枯れてきています」と、あまり良い状況とは⾔えません。久
⽥さんも「こんなことは私も初めてで、海苔網の⾼さを下げて、
海⽔に浸かる時間を⻑くして⽣育を促す⼯夫をしているのですが
･･･ 検査⽤サンプルも⽣協にまだ出せないくらい少ないです」と
久⽥さんも消沈。「でも、震災直後は私だけでしたが、今では松
川浦では12⼈が⼩規模でものりのテスト栽培に参加しています。
なんとかいい⽅向にもっていきたい」と希望はまだ捨てていませ
ん。検査結果が出次第またお知らせします。 

　　【春の生産者だよりをお届けします】

　ビデオレター配信会員募集
 組合員と⽣産者をより繋げていきたいと昨年 5⽉より開始し
た『常総⽣協・⽣産者ビデオレター』。北は北海道から南は四国
･愛媛県まで全国各地の⽣産者がカタログ紙⾯では紹介しきれな
い「こだわり商品の秘密」や「旬の素材」などを⾃らの⾔葉で伝
えてもらって来ました。会員の組合員からも好評の声をいただい
ております（過去のバックナンバーは常総⽣協のＨＰで⾒られま
す）。配信会員希望の⽅は下記の申し込み書に PC、またはスマー
トフォンのアドレスを記⼊して提出ください。
※ご提供いただいた個⼈情報は上記の⽬的以外、使⽤いたしません。

産地災害復興基金
　2013 年度集計

月 支援金 (円）

4月 51,500

5 月 87,000

6 月 67,000

7 月 71,500

8 月 58,500
9 月 55,000
10 月 67,500
11 月 57,500
12 月 74,500
1 月 42,000
2 月 49,500

3 月

合計 681,500

お馴染みの生産者からリアルタイムの情報
が届きます

　　　　　ビデオレター配信会員に登録します

コース：　　　　　　班名：　　　　　　　

名前：　　　　　　　アドレス：　　　　　　　　　　　　

キリトリ

※産地災害復興基⾦の募集は今年度をもって終了とさ
せていただきます。次年度からは⽀援⽬的を明確にし
た形での基⾦の募集を募ります。この間、皆さんより
寄せられた復興基⾦の⽤途については改めてご報告し
ます。
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【配達料についてのお知らせ】

「配達料」の年度末精算についてご説明します。

 昨年 4⽉ 1回の供給分からご協⼒頂いています「配達料」は、導⼊時にお約束
しました通り、以下の基準を満たしている場合、「4⽉分の請求書」にて精算（商
品代⾦と相殺、出資⾦に振り替え）をさせて頂きます。

●精算の基準は？
 年間利⽤額の合計が、税抜 28万円（税込 29万 4,000 円）を超える場合、お預
 かりしていた配達料を返⾦致します。
 ※班（グループ）については、班合計で上記基準を満たしている場合、そのメンバー全員
 が返⾦の対象となります。

●精算の方法は？
 a)4 ⽉分の商品代⾦と相殺（充当）
 b) 出資⾦に振り替え
 c) その他（「⼦ども健康調査基⾦」への募⾦）
  が選べます。
 ※対象者には4⽉ 2回〜 5回の 4週間の間にａ〜ｃの精算⽅法を決めてもらいます。

●いつ精算されますか？
 「4⽉分の請求書」にて、上記のご希望された⽅法で精算します。

「配達料」 ご精算の手順

①対象となる企画回
・ 2013 年 4 月 1 回～ 2014 年 3 月 4 回までの利

用額が対象となります。

・ 例えば、 52 週間 （4/1 回～翌 3/4 回） 休まず

注文され、 且つ班合計利用額が税抜き 28 万円

に達した場合、 大で 5,460 円分の配達料が

返金されます （105 円× 52 回分）。

②お知らせの方法
・ 3/24 （月） ～ 3/28 （金） に配布します 「3 月

分の請求書」 にて、 個別に返金額をお知らせし

ます。

③精算方法の選択方法
・ 4/2 回～ 4/5 回の注文用紙上に、 ご希望の

精算方法 （a ： 商品代金と相殺、 b ： 出資金に

振り替え、 c ： 募金） を選択できるように書式を

作ります。
※ネット注文登録者については、 ネット上で精算方法が

選択できるように、 現在作業検討中です。

④実際の精算 （返金） 方法
　 ・ a、 b、 c、 いずれの方も 「4 月分の請求書」　

　にて精算します。

【こんな場合はどうなりますか？】
●3月4回前に脱退した場合は返金されますか？

・配達料は返金されません。

● 4 月分の商品代金と相殺を選択した場合、　商

品請求代金よりも、 配達料返金額の方が多　

かった場合差額は返金されますか？

・ 差額の返金はせず、 残金は出資金に振り替　

　えます。

　

●返金の基準に達しているにもかかわらず、 なに

も連絡しない場合はどうなりますか？

・出資金 （積立増資） に振り替えます。

「請求書」の
ココに注目！
（年間利用額の合計が税込
294,000 円の方が精算の対
象になります）

現在の利用額の合計を確認したい方は
供給担当、 または生協本部までご連絡
ください。


