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お正月と年始の準備を始めましょう

年末素材＆お正月必需品の
まとめ買い特集

【ものづくり 人づくり 地域づくり】 年末年始の準備
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2014 年度活動テーマ

暮らしを自分たちの手に

 取り戻そう！COOP-JOSO News Letter 発行 /専務理事　柿崎

tel 050-5511-3926

○次回は、

　12/4 回と 12/5 回（おせち特集）

　の 2枚同時提出です。

●年内最終 12/5 回供給後、最大

　で 10 日間配達がありません。

○ぜひ、計画的な購入をお願い

　致します。

【年末のイレギュラー配達】
■ おせち （12/5 回）

　　　12/28 （日） ～ 30 （火） の３日間 

【年始の配達】
■ 1 月 1 回　　1/5 （月） ～ 9 （金）

　※年始は通常通り、 月～金の配達です。

※年末年始の配達日は、右を参考に、カレン

　ダーに○をつけておいて下さい。

※この 12/4 回号で、定番品 （日

用品） は年内最終となります。

○ 2014 ～ 2015 年

 　年末年始の生協配達カレンダー

【12 月の予定】 ※ 12/1 現在の予定です。 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～

【加⼊者の声】
 友⼈から常総⽣協の商品に対するこ
だわりを教えてもらいました。
 ⿂が⼤好きで岩⼿県の宮古から届く

「鮮⿂セット」の取り組みを聞き、常総
⽣協では鮮⿂が⾷べられるんだ！と嬉
しくなり、加⼊しました。今から届く 
のが楽しみです。（柏市 渡辺さん）

★供給担当までぜひ⼀声かけてください（会
えない場合は「ご意⾒欄」をご活⽤ください）。
資料と試⾷を持ってすぐにお伺いします！

●地域での活動 ・ 催し● 　　●基幹運営 ・ 対外関係●

○ 12/6 （土） 綿くり交流会
　　10-13 時　生協配送センター
　　（住所） 守谷市高野 1298-2

〇 12/25 （木） 綿畑収穫
　　10-12 時　龍ケ崎共同農場

○ 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
○ 12/17-21　ガザ報告とパネル展

12/20 志葉玲さん報告会
12/17-21　パネル展
　　つくば市民ギャラリー

○ 12/18 （木） 13:30 ～
　　東海第２原発差止訴訟
　　第 8 回口頭弁論　水戸地裁
○ 12/22 （月）　
　　「第 8 回定例理事会」

　守谷中央公民館　10-13 時

○今週は 12 月４回と５回 （おせち） の
　　　　　　　　　2 つの注文書をお届けしています。

　　　提出の日に慌てないよう、 ゆっくり見て頂き、 ２週分の記入をお願いします。

日 月 火 水 木 金 土

12

月

11/30 1 2 3 4 5 6
【配達】 12 月１回

（配布）12 月 3 回　　（回収）12 月 2 回

7 8 9 10 11 12 13
【配達】 12 月２回　（年末料理素材 ・ 調味料特集）

（配布）12 月 4 回と 5回　　（回収）12 月 3 回

14 15 16 17 18 19 20
【配達】 12 月３回 （クリスマス特集）

（配布）1 月 1回　　（回収）12 月 4 回と 5回

21 22 23 24 25 26 27
【配達】 12 月 4 回 （年末まとめ買い特集）

（配布）1月 2回　　（回収）1月１回

28 29 30 31 1/1 2 3
　　【配達】 おせち ←　お休みを頂きます　→

月・火コース 水・木コース 金コース

1

月

4 5 6 7 8 9 10

お休み
１月１回 （新春企画）

（配布）1月 3回　　（回収）1月 2回
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【手作りのご案内】 大根一本使い切り

シーズン初、 年内今週のみ 「三浦大根」 （№ 27） を使って
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空間線量計を活用して地域や畑の放射能調査を実施された組合員 ・ 生産者のみなさんへ

ご協力のお願い

組合員 ・ 生産者連名で 「線量計」 の損害賠償請求を

ＡＤＲ （原子力損害賠償紛争解決センター） に申し立てます。

●各個人で購入した線量計の集団損害賠償請求は

ADR でほぼ全額が認められ支払われました。

●ところが生協が放射能検査の賠償請求の中で空

間線量計の購入代金 （総額約 165 万円） を組合

員財産保全の目的で損害賠償を申立てたところ、

「販売する食品の検査は認めるが、 生協が地

域や畑の空間線量を調べる必要があるとは思

えない。 組合員や生産者から要請されたこと

ではなく生協が勝手にやったことではないか。

流通関係の賠償中間指針にもないので賠償に

該当しない」

として、 生協の主体が組合員 ・ 生産者であることを

後まで理解せず、 外部被ばく調査に関わる費用

の賠償を却下しました （地域土壌調査費用も拒否）。

　そこで、 申立人を替えて生協の主体構成員たる組

合員 ・ 生産者として上記申立をおこなって、 組合員

財産を回収することにいたしました （11 月理事会）。

　つきましては生協の線量計で地域や畑の空間線

量の測定、 ガラスバッチでの被ばく線量調査を実施

した組合員 ・生産者の連名にご協力下さい。

　連名に参加頂ける組合員 ・ 生産者は下記用紙に

て生協までご連絡をお願いいたします。

【申立の趣旨】

　東京電力福島第一原発事故によって放出された放射能によって私たちの地域は放射能汚

染され、私たちは子ども達や自身の被ばくを少しでも小さくするために、地域の公園・通

学路や田畑の汚染状況の調査、および被ばく線量を調査することが緊急に迫られた。

　個々人での線量計の購入は困難だったことから私たち自身が出資し運営する生協で必要

な線量計を共同購入し、2011 年 6 月よりみんなで利用して地域や田畑の汚染状況の調査

を開始した。また、ガラスバッチによる子どもたちの被ばく線量調査を実施した。

　のちになって（2012 年 1 月）、私たちの住む地域はホットスポットエリアとして国に

よって「汚染状況重点調査地域」に指定された。

　住民による線量計による空間線量調査は、東京電力福島第一原発事故がなければありえ

ないことで因果関係は明白で、かつ国の対策が後手になっている中で住民自身が自己防護

のために必要不可欠であった。線量計代金の賠償を当事者として申し立てる。

「線量計」ほか外部被ばく調査関係機材
左からシンチレーションサーベイメーター、
ポケットサーベイメーター
てくてく歩く隊用GPS付サーベイメーター
ポケット線量計、ガラスバッチ
線量計校正費用　　以上【総額165万円】

損害賠償

を求める

線量計類

鈴木牧場
魚住農園
やさと仲間

キリトリ

【「線量計損害賠償請求申立」 連名に参加します】

コース名　　　　　　　班名　　　　　　　　お名前（生産者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先 tel　　　　　　　　　　　　　　　　
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ミートパルの村山さん （左）

【常総生協 ・戸頭店からのご案内】　

年末に買い忘れがありましたら、 常総生協戸頭店へ！
共同購入と同様の調味料関係、缶詰などの保存食やお米など各種取り揃えております！

住所：茨城県取手市戸頭6-3-2　電話　0297-78-3151

【営業のご案内】
開店：月～土　AM　10時～PM　6時まで
定休：日曜日　※ただし年内は12/23月～12/31火まで
休まず営業。
※駐車場はありません。
【アクセス】
（鉄道）関東鉄道常総線　戸頭駅下車徒歩10分。
（高速）常磐自動車道谷和原IC降りて15分

当⽇は、ミートパルの村⼭さん、ひたちなかの塩屋
さん、⾏⽅の微⽣物農法の会の⻑島さんが駆け付け
て、盛り上げて頂きました！

■ミートパル村⼭さん（精⾁専⾨店）
…アツアツ出来たてコロッケ＆メンチカツの販売！
■塩屋さん（涸沼しじみ＆あさり、⽔産加⼯品）
…あさり＆しじみのはかり売り、特⼤いわしの丸⼲し！
■微⽣物農法の会・⻑島さん
…⻑島さんの無農薬野菜をたくさんお持ち頂きました！

ありがとうございました！

■こんにちは！常総生協戸頭店です
　　皆さまのご来店お待ちしております！
 常総⽣協⼾頭店は、取⼿市⼾頭（とがしら）六丁
⽬の「⼾頭団地」内にある⼩さなお店です。スタッ
フ 3 ⼈で毎⽇元気に頑張っています。
 共同購⼊取り扱いの商品はもちろん、店舗独⾃仕
⼊れの商品もあります。
 共同購入で買い忘れてしまったもの、 買い足したいお

正月の準備品などがございましたら是⾮、ご来店くだ
さい。年内は 12/22 月～ 12/31 水まで休まず営業

しております。お待ちしております！
                 （⼾頭店⼀同）

【戸頭店周辺地図】

【11/21 金 -22 土】 生協戸頭店 ・ ミニ収穫祭を開催しました！

皆さまのご来店をお待ちしています！ （11/22 土の収穫祭にて）

年末年始のお野菜、 調味料各種取り揃えております。

※蒲鉾などお正月商品は 12/28 （日） 10 時から販売。

微生物農法の会の長島さん （上）
たくさんのお野菜、 ありがとうござ
いました！

ひたちなかの塩屋の石原
左長 （左） と常総担当の
鈴木さん

調味料やだし関係、 お米、 麺類
なども取り揃えてあります。


