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みんなの力をあわせて 4

10/30

一人は万人のために 万人は一人のために

「協同 ・ 感謝のつどい」

「協同
「協同・感謝のつどい」しおり
常総⽣ 40 年の歴史とこれからの中期計画
常総⽣協

10/31

「40 周年記念生協まつり」
が開催されました！
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みなさんのおかげで 常総生協４０
１０／３０ 常総生協４０年 協同 ・ 感謝の集い （於 ： 守谷市、 ウウェディングヒルズアジュール）
生協の活動４０年にご苦労された組合員、 生産者、 提携団体のみなさま１５０名をお招きして、
感謝の気持ちをお伝えし、記念品を贈らせて頂きました。 みなさまよりたくさんのお言葉を頂きました。

村井理事長あいさつ

歴代理事長 ・ 副理事長に
感謝

畠山前理事長

常総生協業者会初代会長林さん

職員永年勤続表彰
糟谷前商品担当

第Ⅱ部懇親会ではあの日、 あの時、 なつかしく語りあい、 また次を担う若い組合員 ・ 生産者 ・ 職員が
これからの協同の夢、 希望を語りました。

常総生協の 40 年に乾杯！

組合員の御嬢さんに
よる演奏
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０年を迎えることができました！
１０／３１ ４０周年記念 生協まつり （於 ： 常総生協新センター前広場）
翌 10/31 には、 新センター前広場で 「40 周年記念生協まつり」 を開催。 ５００名近い組合員、 地域
のみなさんが集い、 生産者と交流しました。

みんなでビンゴ大会もやりました！

庄内協同ファームのもちを
水海道めぐみちゃん生産者が
つく 「協同 40 年のもちつき」
掛け声が守谷に響きました。

宮城の黒澤さんによる
「きずな巻き」
長さ 5m の巻き寿司を
みんなで巻きました

「きずな巻き」 を
ほおばる家族
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「小さな上映会だより 2015」 （生協ＤＶＤ貸出状況） 脱原発とくらし見直し委員会
タイトル
福島 ・ 六ヶ所
未来への伝言

観た 観た場
所
⼈数

滝口栄作さんの言葉 「綺麗な海、 山、 残したいのは自然だ。 海と山さえ残っていれ
ば生きていける」 重みを感じるお話でした。 本当にその様になれば良いのに…

２

⾃宅

１

⾃宅 巨大地震と原発への再認識、 貴重な勉強を致しました。
次世代に残すべき事 ( 自然）、 絶対残してはいけない事 ( 原発）、 大きな犠牲をこうむってい
⾃宅
る方々の事実を無駄にしてはいけないと痛切に思いました。 原発は無くすべきです。
農薬がいかに恐ろしいものかが分かりました。 ミツバチの死が人間に振りかかってくることを
⾃宅 知ってほしいです。 農薬を使用する人たちは恐ろしいことを知っているのでしょうか。 ぜひ多
くの人たちに見てほしい DVD です。
ナシ、 リンゴの残留農薬が EU の 20 倍、 ブドウにいたっては 500 倍、 キャベツ、 ブロッコリー、
お茶に関しては 200 倍から 300 倍、 その他の野菜果物も残留農薬基準も EU と比べると 20
⾃宅 倍以上の緩い基準値が設定されているという事だが、 以前に観たフランスの防毒マスクを着
用して農薬をかけていた映像、 あれはそんなに少ない農薬とは思えなかったが？疑問が残り
ました。 残留農薬の恐ろしさを、 ミツバチが命をかけて私達に知らせてくれています。
核のゴミが、 世界各地の海の底にかなり投棄され、 生態系に何らかの悪影響を及ぼしている
⾃宅
かと思うと人類 （大人） の無責任さに改めて憤りを感じました。
地球上と言わず海の中まで放射能で汚染されているとは思っていませんでした。 福島の時は海
⾃宅
に流出して大変な事になったと思っていましたが、 まさか海に棄てていたとは……ショックです。
何とも悲しい切ない映像でした。 毎日の生活で一番大事にしなくてはいけない食の事を考え
直す良い DVD だと思います。 人間の欲が作り上げた食物の負の連鎖、 大きな歯車は止め
られないかもしれません！でも自分の身の回りから食を大事に思い少しでも実行すること、 そ
⾃宅 れは我々家庭の食を預かる主婦そして男の方にも出来る、 その小さな力が大事なのではな
いでしょうか。 改めて作り手の方々との強い結びつきを持つ常総生協さんに感謝申し上げた
いと思う衝撃的な内容でした。 暑さの中、 寒さの中、 大事に育てて頂いた食べ物を頂く時、
本当に多くの方々の力で美味しい食事が出来る事に感謝です。
原発事故との因果関係は結局のところ、 よく分かっていないのが現状であるにも関わらず、
⾃宅 こんなにも多くの小さな子供たちの身体に影響を及ぼしている可能性があるということは、 日
本も他人事ではないと改めて認識させられました。
本当に真実はどこにあるのでしょう。 原子力村をはじめとする組織と独立系の科学者や医師
⾃宅 達の論争の実録。 政府やマスメディアの公式見解を鵜呑みにすることは、 犯罪に加担するこ
となのかもしれないと思いました。
タイトルにあるように世界の終わりですね。 放射能がある限り人類は幸せになれない。 肥田
⾃宅
先生に拍手、 感謝です。
最近は 2 人に 1 人がガンになると言う話を聞いた事があります。 肥田先生のお話で納得でき
⾃宅
ました。
「はだしのゲン」 が舞台化された時の、本読みから本番までを追った記録でした。 オーディショ
⾃宅 ンで選ばれた子供から大人までの人たちが、 すばらしい演技で、 なぜこのマンガを描こうとし
たのか、中沢さんの熱い思いを伝えてくれます。中沢さん本人もところどころに登場しています。
瀬戸内海に浮かぶ人口 500 人程の祝島。 対岸４㎞に原発建設計画が持ち上がり、 ２８年間
にわたり反対運動を続ける、 たくましく、 心やさしい人々の姿。 この島の人々は生きることの
⾃宅
原点、 真実を知っている。 心ゆさぶられる映像です。 しっかりと心に焼き付け見習っていき
たいです。
皆さん何事も無い様に生活していらっしゃいますが、 心情は大変な物があるのでしょうね。 イ
⾃宅
ギリスの船長さんのお話、 興味ひかれました。
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真実はどこに？
放射能汚染を
巡って
ヒバクシャ
世界の終わりに
内部被ばくを
生き抜く

観た組合員さんの感想（お礼の⾔葉は⼀部省略しました）
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※ DVD 貸出のもし込みは、 注文書意見欄に題名と貸出希望と書いて生協までご連絡下さい。

関東子ども健康調査支援基金 12/19 つくば市での甲状腺検診 のお知らせ
【日時】 2015 年 12 月 19 日 （土） 10 ～ 16 時
【会場】 ろうきんつくばビル３Ｆ （東新井 15-2 TX つくば駅 A5 出口徒歩 8 分）
【対象】 茨城県南部にお住まいの方 先着 100 名 【申込〆切】 11 月 20 日 【ｶﾝﾊﾟ】 1500 円 /1 人
基金運営団体のひとつ 「放射能から子どもを守ろう＠つくば」 が主体となって開催されます。
今回の検診は、 つくば市を中心にした地域のみなさん＆福島から避難されている方を優先に開催します。
生協の組合員を対象にした検診は毎年５月に開催していますが、 日程があわずに受診できなかった場合
は、 こちらの検診でも受け入れています。 生協担当米山までご連絡下さい （0297-48-4911）
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