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　お庭や畑で和綿の栽培 ・ 収穫

くらしを自分たちの手に取り戻そう！ （衣住編）

【１１- １２月の予定】 ※１１/ １３現在の予定です

　　●地域活動 ・ 催し● ●基幹運営 ・ 対外関係●

○ 11/22 （土） 戸頭店収穫祭

　　村山さんのあつあつコロッケ

　　塩屋さんのあさり＆しじみ計り売り

○ 11/28 （金） はちみつ講習会 （藤井養蜂場）

　　10-13 時　取手市永山公民館

○ 11/30 （日） 平和の集い 2014

　　9:30 ～ 1130　牛久市生涯学習センター

○ 12/6 （土） 綿くり交流会

　　10-13 時　生協配送センター　

○ 11/22-24 （土 - 月） 市民科学者国際会議

　　　11/24 円卓会議に副理事長大石参加

○ 11/24 （月）　第７回理事会

　　　40 周年記念事業、 ADR 損害賠償協議ほか

○ 11/26-29 （水 - 土）　「Ａ２-B-C」 上映会

　　　もっくんカフェ、 つくばｻｲｴﾝｽｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

○ 11/30 （日）　いばらきオーガニックフェスタ

　　　鯉淵学園　10-15 時

　　　畠山重篤講演会　13 時～

○ 12/6 （土）　身の回りにある化学物質ってな～に？

　　　並木交流センター　10-12 時

【１１ １２月の予
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12 月 6 日（土）

わたくり交流会

綿くり→わが家の座布団づくり 
今年は

にチャレンジしてみよう！
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【わたくり交流会】　
12／６ （土） 10 時～ 13時、 おうちや畑で収穫した綿を持って

生協の配送センターに集まろう！

　原発事故による福島の赤ちゃんに和綿ふとん

を贈る運動を契機に、 生協として 「くらしの見直

し」 の一つとしてみんなで始めた綿の栽培と綿

繰り活動。 今年は昨年の倍の 150 家族が綿の

栽培に取り組みました。また今年は龍ケ崎の1.5

反歩の土地を借りて開墾からはじめ 「共同の綿

畑」 にみんなで取り組みました。 10 月から綿の

収穫がはじまり、 今年もいよいよ 「綿繰り」 の季

節になりました。

　本部が建替中なので配送センター （※） に集

まってみんなで綿くり交流します。

　今年は自家製の綿で座布団づくりに挑戦を考

えています （２月）。

　当日は、 岐阜の和綿製品メーカーさんのマ

インド松井さんのオリジナル繊維製品も展示し、

今後の取り扱いを紹介します。

　綿を栽培された方、 そして関心のある方はぜ

ひごいっしょください。

今年の収穫のようす。 龍ケ崎共同農場 （左）、 つくば市共同農場 （右 2枚）

　　　　　　　　　　　12/6 （土） 10 ～ 13 時　生協配送センター

「綿くり交流会」 ＆ 「和綿オリジナル製品」 展示会
来年はやってみようかしらという方、 関心のある方、 ぜひごいっしょに！

※ 【配送ｾﾝﾀｰ住所】 守谷市高野 1298-2
高野小学校横の県道反対側の竹林の中の倉庫
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常総市 「川亀製綿」 さんに残された昭和初期の電動綿くり機が
組合員の山中さんの手によってよみがえった！

　座布団づくりを常総市の川亀製綿さん （右） が教

えてくれます。 今年は自家製の綿とおうちにある布地

で、 子どもの座布団をみんなで作りませんか！

　種付の綿 1kg （綿くりして種を取ると 300g の綿） あ

ると、子ども用座布団 （35 × 35cm） 1 枚が作れます。

　綿打ち加工は川亀製綿さんにお願いし、 綿を折り

たたんで座布団の形にし、 おうちにある布地で包ん

で縫い合わせます。

　裁縫が苦手な方は、 縫い ・ ミシンかけ加工を川亀

さんにお願いします。 たくさんの綿がとれたら敷布団、

どてら丹前、 かい巻き、 こたつ布団まで。

岐阜のマインド松井 ・ CHICA さんと提携　　12/6 の交流会では
赤ちゃん衣料を主に 「和綿オリジナル繊維製品」 も展示します

今年は自家製の綿で、 みんなで座布団作ってみませんか！

品」 も展示しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししま

まえかけ　　　　　　　　　　　　くつ　　　　　　　　　　　　　ぼうし　　　　　　　　　　　　　　　　じんべい

ﾏｲﾝﾄﾞ松井の社長さん　和綿の糸を紡ぐ「がら紡」　　和綿の糸　　　　　　　ストール　　　　

川亀製綿さんが昔使っていた電動綿繰り機を、組合員の山中さんが修理・改善して使えるようなりました。

川亀製綿さん川亀製綿さん
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【11/30 （日） お米を提携している水戸市鯉淵学園にて】

いばらき オーガニックフェスタ 2014 秋

催しのご案内

12/6 （土） 化粧品 ・殺虫剤 ・抗菌剤 ・ヘアカラー ・制汗剤 ・柔軟剤

わたしたちの身の回りにあふれる化学物質ってな～に？

【主催】　いばらきオーガニックフェスタ実行委員会

【日時】 11 月 30 日 （日） 10 ～ 15 時 雨天決行

【会場】　鯉淵学園 （水戸市鯉淵町 5965）

「森は海の恋人」
畠山重篤さんの講演会　13 ～ 15 時

　茨城県内の有機農業者が集い、 有機野菜や手作りの農産加

工品の販売もします。

　午後からは、 気仙沼湾で牡蠣の養殖を通して上流の森を守

る大切さに気づき、 漁師仲間と上流の広葉樹の植林活動を

すすめる 「NPO 森は海の恋人」 理事長畠山重篤さんの講

演会も企画しました。

　常総生協も実行委員会として協賛しています。

詳しくは今週別添チラシを。

【主催】　安全食品を考える会

【日時】 12 月 6 日 （土）　10 ～ 12 時

【会場】　つくば市並木交流センター２Ｆ大会議室

【講師】　水野玲子さん
　（NPO法人ダイオキシン ・環境ホルモン対策国民会議理事）

　つくば市の組合員の青木利枝子さんらによる 「安全食品を

考える会」 が、 元つくば市在住でダイオキシン ・ 環境ホルモ

ンの専門家、 水野玲子さんの講演会を企画してくれました。

　身の回りにあふれている化学物質は５万種類以上あるとされ

ていますが、 近の ADHD （注意欠如多動性障害） や自

閉症など子どもの発達障害が増えている原因のひとつとして

注目されているのが生活環境中の化学物質。

　食べものでは神経毒性のあるネオニコチノイド系農薬等に

注意しているものの、 化粧品や殺虫剤をはじめ身近にある

化学物質にどのように気をつけるか、 水野さんが具体的に

わかりやすくお話ししてくれます。 別添チラシ。
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