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くらしの雑貨～石けん生活

１．わが家の定番⽯けん・シャンプー類がいつで
も注⽂できます！

  「あ！シャンプーがもうすぐなくなりそう！」
   注⽂しようと思ったら今週のカタログに載って

いない！サイクルを⾒たら４週間に１回だった！
   そんなことがなくなります。翌週届きます。

２．注⽂⽅法・・・２⽉中は、特別企画注⽂欄に３
桁の番号を左詰めで記⼊してください。（３⽉１
回からは OCR 注⽂⽤紙の裏⾯に商品名が⼊った
注⽂欄が印刷されます）

３．この冊⼦は第⼀次「初版」です。
  初版では「成分・原材料」をすべて表⽰すること

としました。
  半年ほどかけて組合員さんから「わが家の定番、

⼀押し、ここがおすすめ」を募集し、秋に「第⼆
版」を発⾏する予定です。

４．この冊⼦は「保存版」です。捨てないで下さい。
  毎週この番号で注⽂できます。新しい版がでるま

でこの別冊をご利⽤ください。

５．「特価」はカタログ本紙でご案内します。

【ご連絡】40周年に向けた事業計画

【第２弾！】 ３月から基礎調味料・食品・乾物・お菓子 （ドライ商品 275 アイテム）

も毎週注文できるようになります。 原材料も一括表示されている 「別冊」 になり

ます。

【第３弾！】　３月１回から商品カタログ （COOP-MAIL JOSO） が生鮮品 ・ 旬を

中心にした 「Weekly カタログ」 にリニューアル。 生産者・産地紹介や商品解説、

表示、 レシピが充実します。 注文用紙 （ＯＣＲ用紙） も変わります。
（毎週注文できる調味料 ・ 食品 ・ 菓子 ・ 石けん類が OCR 裏面に商品名表示されます）

けた事業計画

「別冊」になる調味料・
食品 ・ 乾物 ・ 菓子
（３月１回より）

今週、別冊『くらしの雑貨』が配布されています！今週、別冊『くらしの雑貨』が配布されています！

「石けん ・ シャンプー類」 が「石けん ・ シャンプー類」 が
カタログ本紙から独立してカタログ本紙から独立して

毎週注文できるようになりました！毎週注文できるようになりました！
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〇今はコットン作りが楽しく

　取手の井野団地が出来た時からのメンバーです。

40 年になります。 今のところコットン作りが楽しいで

す。 生協祭りもお手伝いしていきたいと思います。

品質は良いし、 よく吟味されているとは思いますが、

お値段はちょっと高いです。 （取手市 Ｓさん）

〇娘も私よりも安全安心にこだわって

　常総生協に入って、 35 年。 食の安全を願っての

ことでした。 注文して届けていただくだけの組合員

です。 15 才だった娘も 51 才となり、 私よりも安全 ・

安心にこだわっています。 豊かな国産のものが、

安心して手に入るよう原発反対 ・ ＴＰＰ反対を、 声

を出していけるよう取り組んでいただきたいと思いま

す。 これからも、 よろしくお願いいたします。 （取手

市 Ｋさん）

〇途中、 危機もあったね

　組合員になって 35 年になります。途中危機もあり、

無くなるのではと心配しました。 常総生協を信頼し

ているからです。 これからは、 総会にも出席しなく

てはと考えています。 （取手市 Ｋさん）

〇息子のパートナーが美味しいと

　取手市に引っ越してきて、 常総生協のお世話に

なり２９年余り、 我が家の食卓を豊かにしてくれ、 食

に関する様々なことを学べたのが常総生協だと感

謝しています。 幼稚園児だった息子も家庭を持ち

子育てをするようになりました。 折に触れ、 常総生

協の食べ物を送ったり一緒に食べると息子のパート

ナーが美味しいと喜びます。 他県に住むためほか

の生協に加入するも、 「お義母さんの送ってくれる

品物がない。 同じようにおいしくない。」 と言います。

常総生協の " ひとつ筋の通った思い″が、 私は好

きです。 岩瀬さんの豚肉、 高橋さんの練りもの、 ほ

かの加工品、 安心な野菜を作って下さる農家の方

に心より感謝しています。 （取手市 Ｏさん）

〇いつも遠くからしっかり見てますよ

　常総生協４０周年おめでとうございます。 常総生

協組合員になって２５年近くになります。 その前の

生協会員年数を含めれば３５年以上です。 こちらに

転居してたまたま最初に訪問勧誘があったのが常

総生協さんでした （確か大石さんでした）。 一番は

商品の品質、 そしてそれに対する常総生協のスタ

ンス、 しかも頑固なくらいのこだわり、 それが信頼

につながっています。 行事などなかなか参加でき

ず申し訳ないなぁと思っていますが、 いつも遠くか

らしっかりそのお仕事、 活動などは見ているつもり

です。 ブレずに地道に組合員 ・ 生産者 ・ 職員とと

もにあって欲しいと思っています。 （守谷市 Ｔさん）

〇お手伝いもさせて頂きました

　40 周年おめでとうございます。 昭和 57 年龍ヶ崎

に転居以来の会員です。 店舗もなく不便さに会員

になりましたが、 生協の考え方にも賛同、 最初の

頃はお手伝いもさせて頂きました。 現在後期高齢 2

人世帯になりささやかに注文のみですが、 今後共

よろしくお願いします。 （龍ケ崎市 Ｔさん）

〇新しい生協さん、 早く会いたいね！

　２６年間、 私を支えてくれた生協さんありがとう。

新しい生協さん、早く会いたいね。 （坂東市 Ｎさん）

〇生活を学んでいけますよう

　転勤族の私にとって生協は仲間に入れていただく

有難い組織でした。 その土地の産物や伝統料理を

学んだり子守をお願いしたり各地の先輩主婦の皆

様にはお世話になって生きてきました。 常総生協

には龍ヶ崎ニュータウン入居以来もう 30 年位お世

話になっております。 全国各地の熱心な生産者とよ

り安全なものをと願う消費者を結んでいただいてい

ると思います。 これからもよりよい生活を学んで行け

ますよう貴重な提言をよろしくお願いします。 （龍ケ

崎市 Ｉさん）

〇私を変えてくれたのが常総生協でした

　かつて買う人、 食べる人だった私を変えてくれた

のが常総生協でした。 健康 ・ 子育てに取り組むと

きは身近なガイドでした。そして色々な災害や事件、

事故を経て今は一番のよりどころです。 安全でおい

しい食材 ・ 食品を生産者 ・ 生協 ・ 組合員が手を携

えて守っていきましょう。 （龍ケ崎市 Ｓさん）

40 周年 「わたしの生協　ひとことメッセージ」 （組合員） ２

シリーズ 40 周年 シリーズ 40 周年 「わたしのせいきょう　みんなのひとことメッセージ」「わたしのせいきょう　みんなのひとことメッセージ」
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40 周年 「わたしの生協　ひとことメッセージ」 （生産者） ２

〇 【江川農園】 （神奈川県小田原市） みかん

　常総生協設立４０周年おめ

でとうございます。

　江川農園も取引を始めて３０

年余り、 自分で作った農産物

を直接消費者の皆さんに届け

たく、 縁あってお付き合いが始まりました。

　取引が始まり一番感じたことは、 職員の皆さんが、

生産者の思いを理解し、 大事にしてくれる事です。

農業駆け出しの自分には力にもなり励みにもなりま

した。 この思いに応えるため、 今日まで頑張って来

れた気がします。

　これからも組合員の皆さんに安全で美味しい果物

を届けられるよう頑張ります。

〇 【松永農園】 （静岡県由比市） レモン

　気がつけば常総生協さん

とおつきあいして四半世紀

が過ぎ、 当時赤ちゃんだっ

た息子が就農し畑を広げる

に至っています。 これから

も宜しくお願いします。

　今までは夢中で走ってきたような気がしますが、 こ

れからは農家からの無農薬自然栽培のよさを発信

していけるよう心がけて行きたいと思います。

〇 【清水農園】 （茨城県坂東市）

　　　無農薬野菜セット

　４０周年おめでとうござ

います。

　お付き合いが始まって

１５年が過ぎました。 「野

菜セット」 が組合員さん

にどのように認知されるの

か不安でした。 長く続けてこれたのは広くご理解い

ただけたおかげだと思います。

　毎日供給に汗を流してくださる職員の方々にも心

から感謝しています。

　原発事故以降大きな打撃を受けました。 有機農

業の存在意義すらなくなるほどのショックでした。 現

在でも原発事故以前のように大らかな気持ちで農

業をすることはできません。 生産者としての責任を

重たく感じています。

　現実を受け取め、 前に進むしかありませんが、 な

かなか大変なことです。 少しでも生きやすい社会、

居心地が良い社会を望むなら、 自分の頭で考えて

行動するのが生協の仲間だと思います。 考える時

間すら失ってしまう社会で生協の場は本当に大切

です。

〇 【しらたかノラの会 ・代表新野裕子】

（山形県白鷹町） 農産加工品

　40 周年おめでとうございます。

　常総さんとは、 私が白鷹農産

加工研究会に所属していた時

代から、 私たちの学習会に糟

谷理事と大石専務に来ていただいたり、 若い職員

の方々と大朝日岳登山を楽しんだりと、 多彩な交流

をさせていただいて来ました。

　その中で、特に印象深いのは、2003 年 8 月 3 日、

旧谷和原村にて行われた 「遺伝子組換え大豆に

関する緊急集会」 があります。 私たちも 4 人で山

形から駆けつけました。 常総さんの 「モンサント」

という巨悪に立ち向かう気概に感動と共感を覚えま

した。

　もう一つは、 2005 年 8 月 26 日、 旧八郷町で開

かれた業者会です。ユニークな加工業者や生産者、

常総の職員の方々との語らいはアットホームで、 時

の経つのを忘れるひと時でした。

　これからも、 強きをくじき弱きを助ける、 生協でい

てくださることと信じております。 ４０周年おめでとう

ございます。

2003 年、 「遺伝子組み換え作物の国内栽培反対！わたしたちの作
物 ・ 食を組替え遺伝子で汚染させないための緊急連帯集会」 呼び
かけて 3 日で全国から 200 名のみなさんが駆けつけてくれました。
右下写真が白鷹のみなさん （真ん中の女性が新野さんでした）

江川さん親子

松永さん （息子さん夫婦）
富士山を背に

清水さん夫妻
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1 月 9 日　守谷市中央公民館にて

参加者１５名

現在取り組んでいる活動の経過報告です。

１　知る見るリーフ

身近な放射能の危険性と対策についてお知ら

せするリーフレットの内容について、 前回に引

き続き検討しました。

給食と検査、 国の基準値、 検査における限

界値、 埃や花粉に付着したセシウムとマスク

の効果、 落ち葉と道路わきの窪みでのセシウ

ム値の高さなどいろいろな視点から討議。

２　児玉先生の新作

　講演会や甲状腺検査へのご寄付などでお世

話になっている埼玉の児玉順一先生が、 放

射能汚染から生命と健康を守るための 「活性

酸素とミトコンドリアものがたり」 を新たに執筆

されました。 目下、 委員が原稿を読ませてい

ただいています。

３　第２次土壌放射能調査プロジェクトの提案

　常総生協では、 高木基金やつくば市民測定

所と連携して、 セシウムの移動を広域調査す

る計画があります。 第１次調査にご協力いた

だいた皆さん、 ぜひ今回も参加をお願いしま

す。 詳細は追って公開されます。

４　参加報告

・ 化学物質の学習会 ： 日常生活に潜む、 身の

回りの危険な物質を再確認

・ 「小さな上映会」 ： DVD の貸し出しも順調で、

組合員が各地で仲間を集めて実施中

５　これからの予定

１） 組合員に向けて、 委員会活動に関するアン

ケートを今月実施

  ★いろいろなご意見をお待ちしています。  

２） データ収集チームは各地域の土壌の測定

結果をまとめて、 次回の委員会で比較検討

３） １/ １４ 　知る見るカフェでパブリックコメント

等について学習会 （関東ネット）

４） 環境省の 「専門家会議」 に対するパブリッ

クコメントは今月 21 日が締め切り

５）１/ ３１( 土 )　勝田で「日本と原発」上映会（マ

イクロバスが出ます）

   　３/ ８ （日） 我孫子で上映会　

★次回の委員会は２/ ２( 月 )　柏市中央公

民館　３階会議室で　１０時～１時。

第 39 回 脱原発とくらし見直し委員会 （報告）

小児科医の立場から、放射能の身体への影響をわかりやすくひもとく

「児玉順一先生講演会」 DVD 上映会
昨年 1/16 に常総⽣協本部で⾏われた、児⽟先⽣（埼⽟在住、開業医）の講演会を記録した DVD の上
映会を、下記のとおり⾏います。

 昨年の講演会に参加できなかった⽅、もう⼀度⾒たい・聞きたい⽅、児⽟先⽣に興味のある⽅、お誘
いあわせの上ご鑑賞ください。
 お申し込みは、常総⽣協 ０２９７－４８－４９１１まで。（当⽇参加もできます）

会場の予約団体名は「おしゃべり野菜くらぶ」となっています。
駐⾞場は柏市役所の駐⾞場をご利⽤ください。(1 時間まで無料、その後 1 時間毎に 100 円 )
児⽟先⽣のご著書「A LETTER FROM JAPAN」を当⽇販売します。（500 円）
同⽇午前中に 3 階会議室にて「脱原発と暮らし⾒直し委員会」を開催します。興味のある⽅はこちらもどうぞ。

日　時 ： 2015 年 2 月 2 日 （月）

　　　　　 14 ： 00 ～ 16 ： 00

場　所 ： 柏市中央公民館 4 階

　　　　　 会議室 2

参加費 ： 無料


