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2014 度活動テーマ
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2014 せいきょう秋の強化月間　「組合員の声を聞き商品改善 ・ 開発」　

「組合員と生産者の合同商品検討会」
　がスタート！

10/3 ニッコーさんと10/3 ニッコーさんと
「冷凍食品」 比較検討会「冷凍食品」 比較検討会

「意見を言えるということで、 製品開発

「意見を言えるということで、 製品開発

にかかわっている気分になりました！」

にかかわっている気分になりました！」

「生産者の方の日頃の労働場面や、 想いや、 苦労

（手作業や畑） まで聞けて良かった ・ ・ ・ 」
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【生産者との商品検討会】 ニッコーさんの冷凍食品検討会から

組合員が生産者と共に 「商品を育ててゆく」

　2014 年下半期の重点課題の２ 「組合員の

声で商品改善 ・ 開発～利用する組合員の意

見を集めて生産者と共に改善 ・ 開発を！」

がニッコーさんとの 「冷凍食品検討会」 から

スタートしました。

　まずはニッコーさんの想いや歴史、 こだわり

を聞きました。

○市販品との比較検討

　そして今回は、「ぎょうざ」 「アメリカンドッグ」

の市販品との比較検討を行いました。

　思い切って一般市販品も食べてゆく。 包装

に書いてある宣伝文句、 裏面の原材料 「一

括表示」 もじっくり見てゆく。 う～んと唸りな

がら。

　食べ比べ、 価格 ・ 味 ・ 品質についてひと

つひとつ食味し検討して 「評価シート」 にみ

んなで記録をしてゆく。

○やはり主婦。 改善提案も次々に！

　さらにニッコーさんの 「大きな豆腐肉団子」

「中華丼の具」 「バジルソース」 について、

家庭ではどんなアレンジをしているか、 肉団

子は量が多い方が使える、 具に○○も加え

たらいい、 具材をもう少し厚く大きくした方が

いい、 ○○に使うのでもう少し薄い味付け

に、 ソースはベースなのでこのくらいの味で

ＯＫ ・ ・ ・ 組合員がニッコーさんを前に改善

提案をしてゆく。

○工場見学やニッコーさんの生産ほ場見学も

　今後、 年に２～３回のペースで組合員と生

産者合同の商品検討会を重ねてゆきます。

主婦 改善

ニッコーの歴史とこだわりを語る⼭崎隆志さんニッコーの歴史とこだわりを語る⼭崎隆志さん
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ニッコーさんの次回は２月を予定。要望のあっ

た工場見学、 原料野菜を自社農園で作って

いる畑の収穫の手伝い体験も予定することと

しました。

　お勤めの方も多くなっていますので曜日も

変えてできるだけ多くの組合員が参加できるよ

うにしてゆきます。

○商品を育てるのは組合員

　組合員の台所 ・食卓からの意見を生産者に

直接伝え、 改善しながら生産者と共に 「商品

を育ててゆく」。

　協同組合の原点に立ち

返って、 組合員の率直な声

を聴き、 生産者と共に安心

で経済的なくらしを作ってゆ

くことを、 もう一度積み重ね

てゆきたいと思います。

　業務を統括する専務理事を筆頭に、 役職員

総出で組合員と生産者をつなげてゆきます。

　どうぞ組合員のみなさん、 生産者のみなさ

ん力と知恵をよろしくお願いします。

　2013 年 「くらし見直し ・ 総点検！」 から 2014 年 「く

らしを自分たちの手に取り戻そう！」 を組合活動テー

マに、 組合員理事が推進役に組合員といっしょにくらし

を学び会う場としてチームや委員会があります。 ぜひ

ごいっしょしませんか！

○ 「平和の集い実行委員会」

　１０月１４日 （火） 牛久市 西村理事宅

　「平和の集い」 を準備しています。 ぜひ実行

委員会に加わりませんか！

○ 「家計簿 ・ 家計見直しチーム」

　１０月３０日 （木） １０－１２時

「家計簿をつけてみよう！」 停止の原発維持の

ために値上がり続く電気代？ 『電気代５００円で

も贅沢な毎日』 の回し読みなど ・ ・ ・ 。

○ 「石けんチーム」

　家庭で使用中の洗剤各種持ち寄ると、 あらま

驚愕の品揃え。 石けん切り替え体験交流や、

皮膚から浸透する化学物質～経皮毒の怖さ、

避けたい成分 41、 注意したい成分 35 学習会

などやってます。 次回はまだ未定。

○ 「綿を育てて今年は製品化」

　先般、 和綿をがら紡で糸にし、 ハンカチなど

の綿製品にする岐阜の工場を訪問し、 自分で

育てた和綿を製品にできる協力関係づくりをして

きました。秋にコットンボールの収穫→綿繰り後、

今年はハンカチや小物への自家製品化、 マイ

座布団づくりに挑戦してみませんか！

【暮らしを自分たちの手に 取り戻そう！】　参加申込は生協本部、 理事長村井まで！

テーマ別チーム活動進んでます！ご一緒しましょう！

【「生産者との合同商品検討会」 今後の予定】

○ 「キムチ研究 ・ 検討会」
　化学調味料いっぱいの手軽な 「キムチチゲの

素」 などが並ぶ一般市場。

　どんなものが使われているのか、 本当のキムチ

チゲのおいしさを家族で囲むには。

　趙さんをお呼びして、 キムチの比較や、 ヤンニョ

ム （調味料） やジャン （醤油） の使い方、チゲ （鍋）

のおいしい作り方を研究 ・ 学習しましょう。

○ 「野菜セット」 合同作付会議
　契約者と各生産者との品目・作付合同会議 （冬

作 ・ 春作の）、 意見交換会、 来春新センターで予

定している 「契約者拡大 ・ 展示試食検討会」

○塩屋さん水産品
　会社を継いだ若社長と地場水産品 （涸沼しじみ、

木更津あさり、丸小漁協青年部） の安全性と地場・

近海漁業についての交流会 ・ 商品検討会。

ニッコー⼭崎さんとニッコー⼭崎さんと
 ⽣協柿崎専務（右） ⽣協柿崎専務（右）

ニッコーさん冷凍食品検討会での意見やアレンジ料

理は別途商品部ニュースをご覧下さい。

中華丼の具を丸和さんの厚揚げに中華丼の具を丸和さんの厚揚げに
のせて、いただきま〜す！のせて、いただきま〜す！
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● 10 月 1 日 （水） 10 ： 00 ～ 13 ： 30　副理事長と組合

員計１3 人が参加し、 ろうきんつくば支店会議室をお借

りして活動報告や打ち合わせを行いました。

● 9 月の参加 ・ 活動報告　　

9/11（⽊）東海第⼆原発差⽌訴訟第 7 回⼝頭弁
論（⽔⼾）

9/14（⽇）後藤政志講演会（つくば）
9/17（⽔）関東ネット 環境省との対話交渉（東京）
9/19（⾦）-20（⼟）原⼦⼒施設⾒学ツアー（東海）
9/22（⽉）関東ネット 環境省の専⾨家会議を

傍聴（東京）
9/23（⽕ ･ 祝）さよなら原発全国⼤集会（東京）
9/28（⽇）JCO 臨界事故 15 周年集会（東海）

●これからの予定　

10/5（⽇）⻄尾正道先⽣講演会と関東⼦ども健
康調査⽀援基⾦ 1 年間の活動報告（つくば）

10/12（⽇）第 4 回脱原発サミット in 茨城（東海）
10/18（⼟）映画「祝の島（ほうりのしま）」上

映会（坂東）

11/4（⽕）次回委員会（場所未定）
11/22（⼟）-24（⽉ ･ 休）第 4 回市⺠科学者国

際会議（東京）
11/26（⽔）28（⾦）29（⼟）映画「A2-B-C」

上映会（つくば）

●今回の討議

・11 ⽉末のつくばでの「A2-B-C」上映会を、委
員会が協賛することになりました。託児つき
の上映会のほか、パネル展⽰やカフェなどを
予定しています。パネルには⽣協や⽀援基⾦
がこれまで調査してきたものを展⽰します。

・⾷品や⼟壌のセシウム測定結果のデータ収集
は、守⾕市、⿓ヶ崎市、⽜久市、松⼾市、柏
市、流⼭市がまとまってきています。常総⽣
協活動エリア１９市町の検査対応をニュース
レターに掲載します。

・⾃治体単位のデータ収集メンバーを引き続き募
集しています。

【10/1 第 36 回 「脱原発とくらし見直し委員会」 報告】

地元自治体放射能測定体制とデータ公開の調査一覧 （別紙）

クッキングキャラバン好評開催中！ （当日の様子は中面で紹介）

～ 10 月からは秋の素材を使って 「手作りスィーツ」 ～

【日時】
① 10 月 29 日 （水） 10:30 ～ 13:30

　　我孫子市　生涯学習センター　アビスタ

　　調理室 （我孫子市若松 26-4）

② 10 月 30 日 （木） 10:00 ～ 13:00

　　守谷市　高野公民館　

　　調理室 （守谷市高野 935）

③ 11 月 7 日 （金） 10:00 ～ 13:00

　　つくば市　松代交流センター

　　調理室 （つくば市松代 4-16-3）

●参加費：500 円
●持ち物：エプロン、三⾓⼱、タオル、筆記⽤具
※申し込み多数の場合は抽選になります。

　　　　　　　　　　　　　クッキングキャラバン参加申し込み書

コース ： 　　　　　　　　　　班名 ： 　　　　　　　　　　お名前 ： 　　　　　　　　　　　　組合員番号 ： 　

電話番号 ： 　　　　　　　　　　　　　　参加人数　　　大人　　名　子ども　　　名 （　　才）

申し込み会場　①アビスタ　　②高野公民館　　③松代交流センター （希望会場に○をつけてください）

旬のリンゴとかぼちゃを使って旬のリンゴとかぼちゃを使って

みんなで楽しくスィーツ作り

★組合員宅、その他の公民館の調理室でも
開催します。お気軽に相談ください！

開催
決定！




