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第 43 回常総生協 通常総代会

（公告）

【日時】 2016 年 ６月１１日 （土）
　　　　　　　　9:30 ～　13:00

【場所】 常総生協本部組合員活動室

（総代会）

　年１回開催される協同組合の総会（組

合員代表による総代会）で、組合の最

高議決機関です。2015 年度の活動の

まとめや事業の決算を承認し、2016

年度の活動方針や事業予算を検討し、

決定する場です。

（春の組合員討議と総代選出）

理事会より 2016 年度の活動方針が提

案されて「春の組合員一斉討議」、アン

ケート・地区別懇談会が開催され、討

議がすすめられました。同時に組合員

代表である「総代」の選出が間もなく

確定します。

組合員、 生産者、 職員のみなさん！

２０１６年度

春の一斉討議
供給高１０億円の回復と、
　　　地域に根ざした生協づくりに向けて

今週理事会からの提案資料をお届けします。

ご意見をよろしくお願いいたします。
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月 （運営 ・ 主な活動） （委員会、 講習会、 産地交流、 放射能 ・ 原発）

４月

4/3 生協として種豚原種購入、 岩瀬牧場へ
4/4 新本部 ・配送センター竣工式
4/11 旧センターから本部引越
4/27 新本部にてはじめての理事会

4/2 福島山木屋牧場 （撤収跡地） 視察
4/7 放射能検査機 （Ge） 移設
4/10 脱原発とくらし見直し委員会
4/18 おしめはずし交流会

５月

5/8 旧センター撤収かたづけ作業
5/2 物流部門 （商品セット） 新センターへ引越
5/13 岩瀬牧場岩瀬さん逝去
5/22 新旧総代懇談会
5/23 生産者総会

5/8 脱原発とくらし見直し委員会
5/16 つくば里山再生植樹
5/16 生協甲状腺検診
5/19 生協原告団会議 （東海第二）
5/30 水海道めぐみちゃん実験田田植え

６月

6/1　供給職員への昼食お弁当賄い開始
6/5 組合員参加商品企画会議実験開始
6/8 組合員協同スタッフ募集
6/13 第４２回総代会 ・ 生産者交流会
6/20 ～各地区で 「とことん話そう会」 スタート

6/2  脱原発とくらし見直し委員会
6/6　梅干し交流会 （つくば）
6/11 東海第二原発差止訴訟第 10 回口頭弁論
6/20 お酢の交流会 （飯尾醸造）
6/21 我孫子げんきフェスタ
6/27 おとうふ勉強会 （おかべや）

７月
7/10 稲葉料理教室開講
7/20 ２０１５年度第１回理事会 （総代会反省）

7/7 脱原発とくらし見直し委員会
7/19 関東放射能汚染地域住民意識調査報告会
7/25 鶏の学習会 （秋川牧園）

８月
8/17 障がい者雇用就労支援開校式
8/22 賀川豊彦記念館にて職員研修 （秋の月間）
配達料前倒し解消、 子育て応援クーポン

8/3 鈴木牧場見学会
8/4-7　大阪能勢農場ミニキャンプ
8/22 三里塚野菜交流会 （柏）

９月

9/8 職員昼食会 （おなかまの会） 開始
9/9 あいコープふくしま訪問
9/10 常総市水害発生
9/15 ～常総市災害復旧支援開始
9/20 ～水海道災害炊き出し開始 （組合員炊出し隊）
9/21 第２回理事会 （40 周年記念事業）
9/22 精米所水没につき水海道米を鯉淵学園へ移送
9/24 ～友好生協からの水害支援
9/26 ～北水海道駅前広場にて現地炊き出し開始
9/30 マクロビオティック講座開始

9/5 北海道フェア （士別農園）
9/6 福島第一原発沖 「海洋調査」 （たらちね）
9/7  脱原発とくらし見直し委員会
9/12 乾物講習会 （凍豆腐）
9/13 つくばｺﾐｭﾆﾃｨｰﾏｰｹｯﾄまめいち参加
9/18 東海第二原発差止訴訟第 11 回口頭弁論
9/19 サマーキャンプ報告会
9/20 「日本と原発」 上映会
9/23　さようなら原発 ・ さようなら戦争集会参加
9/26 JCO 臨界事故 16 周年集会参加

10 月
10/7 水海道被災地にて 「さんま祭り」
10/30 常総生協 40 周年 「協同 ・感謝のつどい」
10/31 40 周年記念生協まつり （本部前広場）

10/5 脱原発とくらし見直し委員会
10/9 組合員による 「憲法教室」
10/21 キムチ講習会 （取手）

11 月

11/7 AED 講習会
11/28 稲葉先生 「節句料理講座」 スタート
11/28 水海道応援 / 足湯 ・ 喫茶 ・ 聞き取りスタート
11/29 あいコープふくしま生協まつり参加

11/1 三里塚ワンパック野菜収穫祭
11/4 のりたま講習会 （牛久）、 脱原発とくらし見直し委員会
11/14 乾物講習会 （つくば）
11/14 やさとの仲間交流会
11/23 坂東市いきいきフェア参加

12 月

12/13 水海道森下町音楽会＆炊き出し
12/14 常総生協４０周年記念誌編集委員会スタート
12/19 水海道支援 with ワーカーズコープ
12/30 水海道がんばれ年越し餅つき大会

12/2 脱原発とくらし見直し委員会
12/5　乾物講習会 （本部） ひじき
12/11 カタログハウスやさとペレット工場 ・ 森林視察
12/17 東海第二原発差止訴訟第 12 回口頭弁論

１月

1/17 福島の仲間を一巡訪問
1/20 障がいを持つ仲間と共に働くレクチャー
1/25 第４回理事会 （総代会日程、 役員総代定数）
1/29 平和の集い委員会
1/30 ～各地区での 「味噌づくり講習会」 スタート

1/9 東海と浜岡をむすぶ集会 （署名運動開始集会）
1/8  脱原発とくらし見直し委員会
1/24 崎山比早子さんと放射能勉強会
1/30 乾物料理講習会リクエスト特集

２月

2/8 40 周年記念 「鈴木牧場トークセッション」
2/14 被災地水海道森下町のつどい
2/15 40 周年記念 「魚住農園トークセッション」
2/16 選挙管理委員会 （役員 ・ 総代）
2/20 茨城県生協連にて災害支援サロン報告
2/22 40 周年記念 「微生物長島さんトークセッション」
2/22 ～ 「福島を忘れない特集」 スタート
2/29 第５回理事会 （臨時 /2015 年度活動まとめ、 安保
法制廃止を求める特別決議）

2/1 脱原発とくらし見直し委員会
2/9 牛久幼稚園出張みそづくり講習会
2/14 ストップ TPP 茨城大集会 （つくば）
2/16 ～ 19 牛久幼稚園みそづくり講習会
2/20 おさかな講習会 （鳴門魚類）
2/23 ～ 26 荒川沖幼稚園みそづくり講習会
2/23 岩瀬牧場グループ堆肥づくりスタディーツアー
　　　　（鈴木牧場 ・ 魚住農園）
2/17 清水農園雪害復旧支援

３月

3/6 若手役員 （理事 ・ 監事） 座談会
3/16 水海道被災地組合員ワーカーズコープ視察
3/22 常総サロン 「よってがっしょ」
3/25 40 周年記念 「高橋英雄さんトークセッション」
3/26 春の研修 ・ 決起集会 （職員）
3/28 第５回理事会 （２０１６年度活動方針 ・ 予算案）

3/3  脱原発とくらし見直し委員会
3/5-6 日本有機農業研究会総会 （群馬）
3/6 利根川左岸河川敷クリーン作戦 （守谷）
3/12 「福島県民大集会」 参加 （郡山）
3/13 茨城県有機農業研究会交流集会 （常陸太田）
3/19 「原発と人権」 研究交流集会 （福島大）
3/26 原発のない未来へ！全国集会参加 （代々木）

常総生協  ２０１５年度の主な活動 （日誌）
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【生協で開く 「小さな上映会」 ご案内】　脱原発とくらし見直し委員会主催

すべての核被害者と連帯するために　－　上映の背景

上映呼びかけ団体　NPO 有害化学物質削減ネットワーク （Ｔウオッチ）　井上 啓　　

ヒロシマ ・ ナガサキービキニーチェルノブイリーフクシマと連なる核被害の連鎖

ドキュメンタリー映画

『ニュークリア ・
核 の 野 蛮

サベージ』 上映会
監督 ： アダム ・ ジョナス ・ ホロヴィッツ　　日本語字幕 ： 松久保肇 （原子力情報資料室）

【と　き】 2016 年 4 月 23 日 （土） 14:00 ～ 16:00

【ところ】 常総生協本部２Ｆ　組合員活動室
　　　上映前に、 上映呼びかけ団体 T ウオッチ代表の井上さんが解説をしてくれます。

1945 年ヒロシマ・ナガサキに続く 1954 年の被ばく「人体実験」

                                The Islands of Secret Project 4.1

米軍「極秘プロジェクト 4.1」 
in ビキニ・マーシャル諸島の島民たち

 昨年 2015 年 11 月 21 日から 23 日まで、広島で「被

曝 70 周年・世界核被害者フォーラム J が開催されま

した。ウラン採掘から核燃料製造、原子炉・再処理

工場建設、核兵器開発、核実験・核兵器使用に至る

すべての過程で発生した世界各国の核被害者が集ま

り、「核被害者人権宣言 Jを発しました。

 このフォーラムを機に、私たちは核兵器および原子

力利用によるビパクシャの世界的連帯と被害者援護、

そして原子力利用の廃絶をめざし、広く連帯の輸を

広げたいと考えました。その一環として、原子力資

料情報室から提供を受けたＤＶＤ『ニュークリア・

サベージ』の上映会を開催することにしました。

 アメリカによるビキニ環礁で、 の水爆実験と合わせて極

秘にすすめられた、 マーシャル諸島島民への 「死の灰」

被曝人体実験を追いかけた貴重なドキュメンタリ一映画

です。 ヒロシマ・ナガサキ、ビキニ、チェルノブイ

リ、フクシマと連なる核被害の連鎖を断つためには、

あらためてビキニ核実験の意味を考えることが必要

です。『ニュークリア・サページ Jの衝撃的な内容は、

私たちに民主主義の核心を突きつけています。
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　今ＤＶＤの貸し出し期間が１週間になっていますが、１～２週間と変更します。
申し込んだＤＶＤがすぐ届くわけではなく、忙しい週に届いて、観る時間が取れない場合も考えられますので、
そのような時は 2 週間で返却をお願いします。予約が多く入っているものもありますので、ご協力ください。
時々、ご覧になったＤＶＤを個人用として買いたいと希望する方があります。
すべてのＤＶＤではありませんが、アマゾンや楽天でネット購入できるものもありますので、トライしてみ
てください。

※いつも貴重な感想をありがとうございます。 お子様の感想が含まれていたり、 貴重な記録と思います。 編集の都合上、 書

いてくださった方の気持ちを損なわないように、 表現をいくらか変えている場合も有ります。 ご了承ください。

タイトル 観た
人数 観た場所 観た組合員さんの感想（お礼の言葉は一部省略しました）

モンサントの不
自然な食べ物

２ 自宅

モンサント社が過去にしてきたことに驚きと憤りを感じました。 安全をキャッチフレー

ズに政府高官や御用学者を利用し、 社会で大きな力をつけてきた日本の原子力

産業と同じ構造にショックを受けました。 遺伝子組み換え作物の怖さを改めて知り

ました。 メキシコの人たちが長い間守ってきたトウモロコシが汚染され、 土地を離

れなくてはならなくなったことが、 心苦しくとても悲しくなりました。 多国籍企業の戦

略、 許せません！これから私たちの生活にも大きく影響してくると危機感を持ちま

した。

放射性阿廃棄物
終わらない悪夢

２ 自宅 改めて放射能は恐ろしく思い、 使ってはいけないと強く思った。

フードインク

１ 自宅
身近に危険が迫っていることを知って、 このことを大勢の人に知らせたいと思った。

自分たちの口に入るものの出所をきちんと知っていきたい。

１ 自宅
アメリカの食肉 ・ 穀物が数社の大企業によって生産を支配されているのに驚きまし

た。 食品も持続可能な方法で作られたものを家族の為に選ばなくてはと思いまし

た。

５ 自宅
これが現実に起きているのかと驚きました。 作る人 ・ 食べる人が近い生協の大切

さを感じました。

チェルノブイリ
ハート

１ 自宅
健康な子供が１５～２０％しか生まれていないという現実は未来への警告。 真摯に

考えなければと思う。 原子力を使う人 ・原子力を決定する人に見てほしいと思う。

誰も知らない
基地のこと

２ 自宅 見る前は基地の事は沖縄の事しか考えていなかったが、 世界には米ロの軍事基

地が８００か所以上あり、 どこも大変な思いをしていることは、 どう考えても変だし、

米国民はもっとこの事を知るべきだと思う。 もう一度借りて友人と見たいと思う。
１ 自宅

ＤＶＤの貸し出し期間変更、 他

「小さな上映会だより 2016-(3)」 （生協ＤＶＤ貸出状況）　脱原発とくらし見直し委員会

〇 1/24 崎山比早子さん講演会 「放射線を学ぼう」 ビデオ、 生協

のホームページにアップしました。
NewsLetter で断片的な報告しかできずに十分お伝えできなかったことから、ホームページにビデオを
アップしました。

〇 OurPlanet-TV 制作の 「子どもたちを守りたい～県境を越えてつ

ながる母親たち」 生協のホームページからリンクしています。
　原発事故・放射能汚染を受けて、県域を越えて母親たちがつながっていった「放射能から子どもを
守ろう関東ネット」共同代表の木本さんを追い、子ども基金の甲状腺検診や生協の放射能検査も出て
きます。


