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【９月～１０月の予定】

●生協基幹運営／地域活動 ・催し● ●提携 ・協同 ・連帯企画●

１０．１ （土）　朝市 ・ フリーマーケット （本部前広場）

１０．４ （火）　山本先生の憲法講座Ⅱ -2　ﾌｧｼｽﾞﾑと帝国憲法

　　　　　　  　　脱原発とくらし見直し委員会 （第 57 回）

１０．８ （土）　  生秋鮭　丸ごと一本使い切り

１０．１４ （金） なかのきのこ園産地交流会

１０．１８ （火）　西尾先生講演録画 （DVD） 上映会

１０．２２ （土）　高橋徳治商店 「食品添加物学習会」

１０. ２２ （土）　都留さんの 「歴史講座」 Ⅱ -2　

１０．２４ （月）　清水農園　秋の援農と収穫祭 （日程変更）

１０．２９ （土）　やさと ・ くわばら農園　秋の援農と収穫祭

１０．２６ （水） 第６回理事会

10. １－２ （土・日）　地方自治研全国集会 in つくば （筑波大）

　　　　　　　　　（10/2 TPP 分科会にて常総生協報告）

１０．８ （土）　関東子ども支援基金 年次報告会 （生協本部）

１０．１３ （木）　東海第二原発運転差止訴訟 第１５回口頭弁論

１０．２２- ２３ （土 ・ 日）　関東子ども基金 　水戸甲状腺検診

食欲の秋　紅玉、 さつまいも の旬！

おいしい旬の素材は、 お料理ワクワク
お料理のバリエーションいっぱい！食卓にぎやかに、 家族が大喜び！

おいしい秋の素材で、 おかあさんの頭の中にはイメージが次々 ・ ・ ・ 。

娘といっしょに紅玉タルトづくり！　芯をくり抜いて焼きリンゴも味わいたい。 やっぱり手作り最高！

紅まさりはダントツ 「焼き芋！」 子供たちに大人気。 でも味噌汁に入れても柔らかな自然の甘味！　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せいきょうのカタログ、 秋はたまらない。
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素材情報　　微生物農法の会　若手生産者　大和田さん （３７歳）

生協まつり実行委員会報告

理事会にて生協まつりは企画、運営の所から組合員が関わってまつりを盛り上げていこうという方針になり、実行委
員会を立ち上げました。理事、監事さんと実行委員メンバーになってくれた組合員 5名の組合員さん、職員を含めて、
合計 23名です。会はすでに 3回開催しており、今回進捗状況を報告いたします。

キャッチフレーズ決定 !!

「こんなところです !! 常総生協」

～うちの子もあんな事やこんな事　生協まつりはキッズ day ～

第 1 回実行委員会 （9/07） 顔合わせ＆意見交換 （どういう祭りにしていくか？キャッチフレーズを作ろう）

第 2 回実行委員会 （9/15） 職員も含めた会議に。 （キャッチづくり＆生産者 / 業者リストアップ）

第 3 回実行委員会 （9/26） 役割分担決定 !! （展示チーム、 ブース運営チーム、 チラシ ・ 広報チーム）

お祭りのチラシも組合員さんが作ってくれることになりました♪今後各役割チームで進めていき、進捗確認の場とし
て委員会の招集をすることになりました。次回はまつり開催 1ヶ月前の週、10/12（水）に開催します。ニューフェ
イスも大歓迎です。まつりの企画、運営に興味のある方はお気軽にご参加ください。

大和田さんは農薬・化学肥料を使いません。
大和田さんより

「時間の経過と共にでん粉が糖化し甘味が出てきます。 作り方が悪い

芋はいくらおいても美味しくならないけど、 土づくりからしっかりできて

いるところで作った芋は美味しくなりますよ。 掘りたてのフレッシュな感

じと、 時間をおいて甘味の増した味わいの違いも楽しんでください。」

　さつまいもは、低温に弱く、零
下に近づいた環境に置いておくと
低温障害を発症して腐ってしまい
ます。お手元に届いてからの家庭
での貯蔵について冬は特にお気を
付け下さい。貯蔵の適温は 13 ～
15℃、湿度 80～ 90％くらいです。

今年はトップバッターで 「べにまさり」 をお届けします。芋らしい味わいが楽
しめます。大和田さんの一番おすすめは「焼き芋です」だそうです。
　続いて 「べにはるか」（ねっとりとして濃厚な甘み。お菓子作りにも最適、
甘味料は加えなくても十分な甘さ。）、そして 「シルクスイート」（しっとり、な
めらかな舌触り。甘みは強いが品の良い甘さ）と続きます。お楽しみに。



3

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2016　１０－３

　　　　　　　　　りんごの防除 （農薬） Q ＆ A商品情報

長野県での一般的りんご防除 大倉さん
30-37 回（長野県 JAあずみ参考） 16 回

殺菌剤 14~16 回、殺虫剤 13~16 回、除草剤 3回
その他、落下防止剤、植物成長調整剤も

ネオニコチノイド系農薬不使用。
7月 15日以降農薬の使用はありません。

時期別の 「病害虫」 と、 防除
時期 対象病害虫 長野県での一般的防除 大倉さん

発芽直前 ハダニ類 スプレーオイル スプレーオイル
越冬病害虫、 腐らん病 ベフランまたは石灰硫黄合剤

4月上中旬

黒星病・
モニリア
病重点
防除

展着剤 マイリノー
うどんこ病 コロナ

開花直前
展着剤 マイリノー インダーフロアブル
モニリア病、黒星病、うどんこ病、斑点落葉病、黒点病、
赤星病

オンリーワン カスケード乳剤
ハマキムシ類、 ケムシ類、 シンクイムシ類 フェニックス

落花直後
展着剤 マイリノー
モニリア病、黒星病、うどんこ病、斑点落葉病、黒点病、
赤星病

スコア

5月中下旬
展着剤 マイリノー
斑点落葉病、 黒点病、 褐斑病、 黒星病 チオノック スコア（顆粒水和剤）
リンゴワタムシ、 シンクイムシ類 ・ アブラムシ類 ・ カメムシ類、
コナカイガラムシ類、 ケムシ類

テルスター ウララＤＦ

6月上旬

斑点落
葉病、
キンモ

ンホソガ
重点防

除

固着性展着剤 マイリノー アビオンＥ
斑点落葉病、 黒星病、 黒点病、 褐斑病、 すす点病、
すす斑病

ペンコゼブ水和剤 チオノックフロアブル
トップジン水和剤 カスケード乳剤

シンクイムシ類、 アブラムシ類、 キンモンホソガ、 ハ
マキムシ類

アーデント水和剤
カイガラムシ アプロードフロアブル

6月中下旬

固着性展着剤 グットパートナー 25 アビオンＥ
斑点落葉病、 輪紋病、 褐斑病、 炭そ病、 黒星病、
すす点病 ・ すす斑病

オキシンドー水和剤
オーソサイド水和剤 ナリア顆粒水和剤

ハダニ類 ダニゲッター
ハマキムシ類、 シンクイムシ類、 アブラムシ類、 キン
モンホソガ

モスピラン顆粒水溶剤 フェニックスフロアブル

7月上旬

固着性展着剤 グットパートナー 25 アビオンＥ
斑点落葉病、 輪紋病、 すす点病、 すす斑病、 炭そ
病、 褐斑病

トップジン水和剤
ダイパワー水和剤 オキシンドー

アブラムシ類、 キンモンホソガ、 ギンモンハモグリガ、
シンクイムシ類、 ワタムシ、 アメリカシロヒトリ

ダイアジノン水和剤 キラップ
ハダニ類 ダニコング ダニコング

7月中下旬

固着性展着剤 マイリノー アビオンＥ
斑点落葉病、 輪紋病、 すす点病、 すす斑病、 炭そ
病、 褐斑病

ナリア顆粒水和剤 ユニックス顆粒水和剤
モモシンクイガ、クワコナカイガラムシ、ハマキムシ類、
ケムシ

ダーズバン サムコル 10フロアブル

8月上旬

展着剤 マイリノー
斑点落葉病、 輪紋病、 すす点病、 すす斑病、 褐斑病 ベルクｰトフロアブル
アブラムシ類、 キンモンホソガ、 ギンモンハモグリガ、 シンクイ
ムシ類

イカズチ顆粒水和剤
リンゴハダニ、 ナミハダニ オマイト

8月中旬
展着剤 マイリノー
斑点落葉病、 輪紋病、 すす点病、 すす斑病、 褐斑病、 炭そ
病

フリントフロアブル
キンモンホソガ、 シンクイムシ類、 シンクイムシ、 ケムシ類 サムコル 10フロアブル

9月上旬

展着剤 マイリノー
ハマキムシ類、 シンクイムシ類、 アブラムシ類、 キンモンホソ
ガ

モスピラン顆粒水溶剤
リンゴハダニ、 ナミハダニ マイトコーネ
斑点落葉病、 すす点病、 すす斑病、 褐斑病、 炭そ病

ファンタジスタ顆粒水和
剤

9月下旬
展着剤 マイリノー
斑点落葉病、 すす点病、 すす斑病、 褐斑病、 炭そ病

フルーツセイバーフロアブ
ル

10月上中旬 腐らん病 ベフラン液剤
展着剤 マイリノー

【使用剤数計】 30-37 回 16 回

Q． 「りんご」 って普通はどのくらい農薬を使うの？ 生協の生産者は？
下記に、一般慣行のリンゴ防除と大倉さんの防除歴を示します。
農薬の使われ方がとても問題です。虫や菌が発生して防除するのではなく、発生しようがし
まいが「来るぞ」として予防的に散布するのが現代の慣行農業。昆虫や菌の多様性の中での
抑制を考えないで軒並み殺すことに専念しています。大倉さんの努力は大変貴重なものです。
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学習会、 生産者流会

　清水農園さんへ伺って 「秋のさつまいも堀と焼き芋交流会」 の日程は 10/24（月）に変
更となりました。今週は清水農園野菜セットの契約者に先行してチラシ（→）をお配りし、
ニュースでは来週お知らせいたします。
　今週は、10/22、高橋徳治商店社長、無添加で練り製品を作る高橋英雄社長といっしょ
に 「食品添加物学習会」 のご案内をいたします。
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　生協まつりお手伝い申し込み用紙　　　　　〆切日 10/21（金）

組合員番号　　　　　　　　　　　お名前　　　　　　　　　　　　　　　お電話　　
□事前準備に参加できます。（出席できる日程に○印を。）

　　・11 月 11 日（金）　午前 10 時～ 12 時の間。
　　・11 月 11 日（金）　午後１時～ 5 時の間でできる時間（　　　　　時まで）。
　　・上記以外のお手伝いできる日時ございましたら教えてください。※詳細はご連絡致します。
　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　☆できそうなこと、特記事項、ご希望などがもしございましたらご記入ください。
　　　（たとえば、「ＰＯＰ書きます」など。）
　　　　　　
□当日 11 月 12 日（土）「生協まつり」当日・参加します。

　　☆お手伝いできる時間帯をご記入ください（午前 9 時 30 分～午後 14 時の間で）。
　　　　　　　　　　　　　　時　　　　　～　　　　　時ころまで
□子ども店長、スタッフやります !!　（※詳細は後程打ち合わせさせてください）

　　※複数参加も可能です。また、　ベビーカー、抱っこでもぜひご参加ください。

　お子さんの名前　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢　　　　　　　　　　　　　　　　

生協まつり事前準備＆当日お手伝い募集 !!
常総生活協同組合　理事会

生協まつり実行委員会

秋の生協まつり　ご協力のお願い
 このところ、急に秋めいてきました。猛暑の夏を乗り切った心と体には、ことさらの栄養補給が望まれます。

 「元気は食から」。11 月 12 日（土）は恒例の生協まつりです。普段はお顔を合わせることのない生産者さんが駆け
つけてくださいます。年に一度の生協まつり、皆さんとご対面・出会いの場でもあります。感謝の気持ちを込めて、
組合員こぞって盛り上げていきたいと思います。

 今年度は、生協まつり実行委員会を立ち上げて、組合員さんが運営から関わっていきます。
 チラシづくり、広報、ＰＯＰ書き、ご案内掲示、事前の準備‥お手伝いの内容は多岐にわたります。お手伝いが初
めての方でも大丈夫です。丁寧にお伝えしていきますので、お気軽にご参加ください。
 今年の生協まつりのキャッチフレーズは

「こんなところです !! 常総生協」
～うちの子もあんな事やこんな事　生協まつりはキッズ day ～

　子ども店長や、子どもスタッフなど子どもたちが主役になったり、楽しんだりできるまつりにしていきたいと考

えています。お子様のお手伝いも大募集です。

　どうぞ、親子でご一緒に楽しみながらのご参加を下記用紙でお申し出をお願いします。
※お手伝いでかかった交通費は後程お支払致します。お問い合わせ：電話 0297-48-4911　生協祭り実行委員まで

切り取り
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9/24 （土） 生協実験田稲刈り報告

組合員さんのご要望にお応えして、 千葉県野田市に供給行きます !! 野田市の方をご紹介下さい !!供給エリア

拡大

常総生協実験田とは…。

私たちの主食（米）産地として地元のとても大切な
場所。消費者も産地に出向き関わりあいながら、生
産者との提携をより強く結んでいく事が目的。消費
者が、生産者の指導の下に自作して、稲作の大変さ
や、難しさ産地の様子を知っていくということに重
きを置き、新しい生産者と消費者の提携を目指して
活動開始したのが始まりです。

組合員さんで転居された方や、子ども健康調査基金で
一緒にこども達を守る活動をしている市民団体のお母
さん達、野田市に住む方々から「常総生協の商品を届
けて !」というご要望にお応えしていきたいと思います。
常総生協の定款には野田市の配達はルール的に問題あ
りません。少しでも多くの組合員になってもらえる人
を集めたいと思いますので、野田に住むお友達がいま
したら是非、ご紹介ください。宜しくお願い致します。

（専務理事　伊藤博久）

新エリア
野田市

手入れでチラシが配布されています。ご覧ください。

【当日のスケジュール】
　９：４０　あいさつ
１０：００　稲刈り開始
１１：１５　稲刈り終了
１１：３５　脱穀開始
１２：００　脱穀終了
１２：３０　交流会開始
１３：３０　交流会終了

皆が来る前に、職員で草刈
をしました !!

めぐみちゃんの生産者、高野さ
んから稲刈りのご口授。

～皆で稲刈＆脱穀＆生産者と交流会～

お昼ご飯食べながらの交流
会。おにぎり美味しいね♪


	NEWＳ 2016.10-3(11)
	NEWS中面　2016.10.3（34）

