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発行 /生協広報Ｇ
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宮城の牡蠣生産、2011年震災から５年、

　少しずつ復活！
震災前 4.200 トンの牡蠣養殖が、 津波でいかだを

流されて壊滅状態に。 あれから５年、ようやく 1.700

トンまでもどってきた！ （殻付き漁獲量）

【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●

１０．１４ （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

１０．１３ （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

「生がき」 （No. １１） は生の食感と甘みを楽しむ粋な早獲り
宮城の牡蠣は全域「生食可能」な海域指定。生協向けだけ「水なしパック」でお届けだから、「水

ぶくれ」 していません。 でも、この時期の牡蠣は早獲りのため 「薄くてペラペラの牡蠣が５割。

生協向けのものはその中から良いものを厳選して出荷します」 （まるたか水産）

牡蠣がもっともおいしくなる時期は産卵前の３～４月
３～４月収穫の 「旬のプリプリもの」 は、「冷凍かき」 （No.12） 「ゆで牡蠣」 （No.13）

で企画、 お届けします。 こちらはフライや料理でたっぷり味わってください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

5/24、カキ養殖漁師、宮城県荻浜青年部を訪ねました。「漁師みんな家は流されたけんど、９割がたは ”
また頑張る” って言ってるから、みんな、待っててくれよ！」

「今年の秋、カキの種付けして２年後、再来年の秋に復活するからなぁ！」漁師の渡辺茂さん（左）、まるたか水産の高橋さん（右）
津波が襲い中がすっかりさらわれたカキ加工場の前で。

↑荻浜の前に広がる美しい石巻湾に浮かぶ漁船。島は桂島。手前は山がそのまま海につながるリアス式海
岸。「森は海の恋人」そのものの景色が災害の地に。「３時きっかりに津波が来るとの予報で、しかも津波が島を
乗り越えて来ているとの沖合から無線連絡が入り、船で沖
に向かってまっしぐら。ぐぅ～と盛り上がってくる海面に乗っ
たものの、一向に進まない。港に戻って来たら、我が家も屋
根だけが残っていた。高台に避難させた車も姿形なく」と。

←荻浜青年部のカキを加工・パックしてくれる「まるたか水
産」の高橋専務。工場が内海の万石浦にあったことから津
波の直接被害は受けなかったが、工場が約１m地盤沈下と
浸水。「海面が盛り上がったままのような錯覚」と。　消防団なので、震災初日より石巻市街・沿岸から避難さ
れてきた方たちの食料や物資調達に奔走。常総生協から
の支援食料もまるたかさんを通して避難所に。カキが育つまで、少しずつ仕事を再開する予定。

　　　　　　　←「万石浦」
（まるたか水産さん工場前より）

地盤沈下1mのまるたか水産さん工場
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【5/23～24 福島・宮城の仲間生協をお見舞い】がんばれ！あいコープふくしま！（郡山）

　福島地区担当の鶴蒔と申します。　私にとってこの２ヶ月間は何をするにも戸惑い、悩み、不安な日々でした。（中略）　田畑を愛し、作物を育んできた生産者の皆さんは私以上に悲しい思いでしょう。
　私たちが受けた原発の被害はまだ誰も経験したことがなく、目には見えないのです。親として二人の子供に最大限の安全対策をとれないことへの悔しさで涙が止まらない夜もありました。

　しかし、悲しんでばかりはいられません。私たちはこの地で生きているのです。私たちが不安でい

ると子どもたちも不安になります。不安なことばかり考えるより、自分が今できる限りの事を精一杯やってみようと心に決めました。
　水分補給やミネラル補給、免疫力を上げる食生活、家内外の掃除、洗濯など、できることは本当にささやかな事かもしれませんが、今まで気をつけてきた、農薬、添加物、合成洗剤に放射能が１つ増えただけだと自分に言い聞かせています。

　組合員の皆さん、生産者の皆さんと一緒に正確な情報を共有し合い、知恵を出し合ってこの危機を乗り越えられたらと思います。

あいコープふくしま機関誌『ひまわり』より

子供に、最大限の安全対策が取れない　　悔しさで　涙が・・・。
　　　　　　　　　でも、この地で生きていくしかない

あいコープふくしま佐藤理事長さんより

　生協ネットワーク21役員の皆さま、あいコープふくしままでおいで頂き、直々の激励を受け、感謝申し上げます。　常慶会長（東京・自然派くらぶ生協）、大石副会長（常総生協）、神脇副会長（あいち生協）、そしてコープ自然派大川理事長（大阪）、青山事務局長（ﾅﾁｭﾗﾙｺｰﾌﾟﾖｺﾊ
ﾏ）、遠いところありがとうございました。　そのうえ、各生協から支援金も頂き、拠出された組合員一人一人に御礼を申しあげます。ガンバレ福島、そしてあいコープふくしまの声援が聞こえるようです。　こうした支援に応えるためにも、必死のふんばりを決意する次第です。

　福島を離れた組合員も３割、生協の事業の回復は厳し
く、雇用調整で人件費を削減していますが赤字の額は減少しません。
　あいコープふくしまの再生には、原発放射能汚染の問題は避けて通れません。この2ヶ月で積算被曝が福島市で4mSv、郡山市で3mSvに達している。このまま１年、い

や５年通算すると・・・。内部被曝を考えると福島を離れるのが賢明かと迷う。

　しかし、夫の仕事、住宅ローン、子ども達の学校、友だち、両親など考えると、離れたくとも離れられない。「この地で生きていくしかない！」の道を選択するしかない。この話し合いを地区委員会、そして各地区交流で積み上げています。
　被曝したセシウムを身体の外に排出することを考える。
この討議には時間がかかるし、質が問われます。地元の生産者の話し合いもはじまりました。　常総生協といっしょに取り組んだ母乳の検査や、甲状腺の被曝検査の実施など組合員の不安を拾い、信頼から組合への再結集をめざします。　各生協への総代会にもぜひ参加させて頂き、被曝地福島から多くの皆さんに発信したいと考えております。

　5月24日　あいコープふくしま理事長 佐藤孝之

5月23日、生協ネットワーク21の役員会で仲間の生協「あいコープふくしま」（郡山）にお見舞に訪問しました。

放射能汚染ただ中で、組合員さんの安心のくらしも事業も脅かされています。どうか頑張って！
ﾈｯﾄ21の役員と（左）。あいｺｰﾌﾟふくしま佐藤さんに支援金
と、職員からの寄せ書き（右）を手渡してきました。（大石）　荻浜では漁師とボランティアさんが港に打ち上げられた網や筏、ブイを片付けていました（上）。港にはまだ打ち上げられた瓦礫が（下）。奥にカキ加工場が見える。

震災後 2011/5/24 NewsLetter

　「牡蠣」 と言うと、 広島の牡蠣ですが、

宮城も震災前は第２位の生産髙でした。

しかし震災で激減。

　海水温が低く、 人間の生活排水が流

れ込む海域でないため富栄養でなく、 山

からのミネラルが流れ込む東北の牡蠣。

東北生まれの牡蠣は、
   　じっくり育ち　身がしまり
　     旨みと栄養が凝縮
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　　　　　　　　　「かき」 についての Q ＆ A商品情報

　スーパーに行くと「生食用」と「加熱用」が置いてあります。「生食用」は岸から離れたきれい
な海水のところで細菌の少ないところで育てた牡蠣です。海水の栄養分が少ないのでやせていま
す。ですから、生食用をフライにすると、小さく固く縮んでしまいます。
　「加熱用」は生活排水が流れ出て栄養分が多い海水域で育てた牡蠣で、早く大きくなりぷっくら
して栄養もありますが、菌数が多いので加熱調理用です。フライなどには良いでしょう。菌数は
１グラム当たり大腸菌群数で５万が基準。生食用だから新鮮で良いものという訳ではなく、菌数
は多くて生食はできないけど、ぷっくらおいしいのは加熱用。
・・・・と、ここまでは一般主婦の常識（？）。
　でもこの常識は、市場に出回る牡蠣の６割を占める「広島産」のこと。

Q.「生食用」と「加熱用」ではどちらがいいの？

Q. どうして生協は宮城の「かき」を扱うの？

　宮城から三陸そして北海道にかけての牡蠣を養殖する場は、河川水が流出する沿岸の海棚です
が、水温が低く、また生活排水の流出が少ないために海水中の栄養は少なく、山からのミネラル
と栄養を元にして繁殖するプランクトンがいる中で、じっくり育つので身がしまっていて、ミネ
ラルも多いのが特徴。「森は海の恋人」を合い言葉に牡蠣漁師が山に植林をしています。
　宮城の牡蠣は、海水の菌数がそもそも少ないことから、牡蠣養殖場の全域が「生食可能」に指
定されています。ですから「生食用」か「加熱用」かを問いません。

Q.「かき」のシーズン、いちばんおいしい旬の時期は？

　牡蠣のシーズンは 10 月～３月と言われていますが、いちばん美味しくなるのは産卵（８月）
前の準備で身体にタンパク質やミネラルをしっかり蓄えてゆく３月～４月のもの。この３月～４
月にかけて収穫したいちばんプリプリしたものを生のまま冷凍したり、茹でて冷凍したものが商
品カタログ表紙の No.12、No.13。冷凍技術や流通での品温管理は高度になりましたので、東北
ものは解凍すれば生でも食べられますし、フライにしても縮むことはありません。
　「生がき」は、生の食感と甘みを楽しむもの。前年８月に放卵して種付け（ホタテの貝殻に付
着させる）、一冬越して翌年 10 月から生牡蠣として収穫するのが「二年子」。10 月ものは出始め
早獲りの旬といったところ。そのため、10 月頃のかきはまだ薄くてペラペラのものが５割はあり、
生協向けにはその中から厳選して出荷するとのこと。何かもったいないような気もします。生が
きは、「海のミルク」と言われる牡蠣の生の食感と甘みを楽しむという、粋な面なのでしょうか？
　牡蠣について言うと「10 ～ 3 月シーズン」というのは獲りはじめという生産と流通販売戦略
によって、植え付けられたイメージとも言えます。
　まるたか水産の高橋社長からは「殻付きであれば通年出荷可能」とのこと。3 ～ 4 月のいちば
ん美味しい時期のものの殻付きが供給できればうれしいですね。商品部ガンバレ！

Q. 震災津波で東北の牡蠣養殖は壊滅？

　右のグラフが震災前、平成 22 年の県別産出量（殻付き）。広島産が 10.7 万
トンと圧倒的ですが、続いて宮城産が 4.2 万トン。しかし震災津波で宮城の牡
蠣養殖は壊滅的で、牡蠣の成長が２年必要なこともあり、養殖業はわかめやの
りに転じる方も多かったとのこと。震災から５年を経て、ようやく 1.7 万トン
まで回復したとのことです。
　石巻まるたか水産高橋さんと共に組んでいる荻浜青年部のかき養殖漁師のみ
なさんは、当時「家も流されたけど 9 割方また頑張るって言ってるからみんな
待っててくれよ」と、2012 年には一年子を出荷再開、2013 年から二年子出荷
と取り戻して私たちに牡蠣を届けてくれてきました。

2011.6 「海よ蘇れ」

復興植樹祭に行き

ました。 「森は海の

恋人」 畠山さんらと

2013.11 まるたか水産高橋社長

に舟に乗せてもらって牡蠣養殖

を学ぶ生協かきチームの職員

まるたか水産高橋社長

荻浜の牡蠣のいかだ
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（主な報告事項）
■ 8 月決算報告

8 月単月で計画比 104％、前年比 112％。4-8 月度決算では計画比 95.9％、前年比 98.1% という厳しい状況が続い
ています。しかし、組合員さんの利用の結集、ご紹介のお声掛けのおかげで組合員数も少しづつ増えてきて単月で前年、
計画を達成することができました。ここからが踏ん張りどころです。スーパーで買ってしまうものを 1 品でも常総生
協で購入してください。皆さんの 1 品 1 点の利用が生協の活動、事業の支えになります。よろしくお願い致します。

（専務理事　伊藤）

（協議検討事項）
【1 号議案】 過去理事会として取り組んできた活動の継続に

ついて ( 脱原発委員会、 関東子ども健康調査基金、 有機農

業研究会の窓口を生協としての担当理事を決める）

脱原発とくらし見直し委員会　　　　 佐藤登志子理事
関東子ども健康調査支援基金共同代表　栁町弘美理事長
茨城有機農業研究会　　　　 　　　伊藤博久専務理事
上記の理事が担当理事として今後動いていくこと決ま
りました。

【2 号議案】 岩瀬牧場、 生協との協同経営へ （法人化）

牧場の事業の継続性、生産と消費の関係の強化、生協

の経済的負担の軽減を目的に討議しました。この件に
関しまして次週からシリーズでお知らせしていきます。

【3 号議案】 農薬と遺伝子組み換え技術に対する生協とし

ての対応方針について

20 世紀最後に登場した新手の「遺伝子組換え技術」と
「ネオニコチノイド系農薬」の開発に対して、生産者・
消費者・市民が共に抵抗し、世代交代が進中で、食と
健康と地域を守る陣形（ネットワーク）を「再構築」
する機会としたい。
理事会としての方針
とすることを承認。

第 5 回　理事会報告

開催日時：2016 年 9 月 28（水）10：00 ～ 13：00　　開催場所：常総生協本部　2F 組合員活動室

　スーパー向けには重量を増やし見た目を良くするために、生がきのパック（生食用・加熱用）
に水を入れています。水の中に牡蠣を入れると、浸透圧でこの水を牡蠣が吸ってふくれて見た
目も大きく見えます。これは「水ぶくれの牡蠣」です。しかし、フライなどにすると身は縮ん
でしまって小さく、衣との間に隙間が出たり、破裂してしまいます。
　生協は、水を入れずにパックしてくれるようにお願いをしています。まるたか水産でもスー
パー向けには水を入れるため、生協用をパックするときはラインを止めて生協専用でパックし
てもらいます。牡蠣そのものの濃厚な味わいを味わえるのが生協の生かきです。

Q.「水なしパック」って何ですか？

　牡蠣は栄養価バツグンで、グリコーゲン（多糖類）、コハク酸、タウリンが多く疲労回復、集中力、
血糖値調整に、そしてミネラルが多く鉄、亜鉛、カルシウムがとても豊富で滋養強壮にと言わ
れます。生カキでもフライでも、ポン酢やレモンなどの酸をかけるのは、鉄分などのミネラル
吸収を助けるためと言われます。殺菌効果もあるようです。

Q. かきにレモンやもみじおろしを添えるのは？

　ノロウイルスは生活雑排水の下水処理場からの排水に含まれるものです。河川から海に排出
されて養殖海域がノロに汚染されていると、二枚貝にはプランクトンを補食するための中腸線
という器官があり、ここがノロウイルスにとって居心地が良いところらしくてそこに居座るよ
うです。大腸菌群が水質指標になっていて、ノロウイルスに対する規制は現在のところありま
せん。その意味でも、宮城荻浜の海域は生活排水がほとんど流入なくきれいなので安心です。

Q. ノロウイルスは大丈夫？

　日本のマガキ（真がき）は雌雄異体ですが性転換するようです。栄養が少なかったりすると
オスに転換すると言われます。養殖は餌をやるわけではなく、自然の海棚で育てますが栄養分
がそれなりにあるためメスで産卵まで行くようです。昔はオスだと思われていたようで牡がつ
いてしまったようです。フランスの牡蠣は雌雄同体とのこと。

Q.「かき」は「牡蠣」って書くから「牡」（オス）ではないの？産卵するからメスですか？

2013.11 まるたか水産で牡蠣

むきを教わる生協かきチー

ムの職員
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生産者流会 ・ 工場見学会のご案内

　１１／１２ （土） 生協まつりに向けて、 お友だちおさそい大作戦　　生協まつり実行委員会より

今週、生協まつり実行委員さん手作りのチラシを、数部づつ組合員さんにお届けいたします。
ぜひお友達、知人に声かけして生協まつりに誘って下さい。チラシ置き、自宅前ポスター掲示のご協力
も募集いたします！

組合員のみなさまへ

月 日（土）
生協祭りを開催

～生協祭りはキッズＤＡＹ～
うちの子もあんな事やこんな事

各ブースには子ども達が楽しめる企画が盛り沢山♪試食＆試飲の

ほか、かつお節削り体験できる釜揚げうどん、お菓子バラ売り、

生協活動紹介などなど・・・。ぜひ、ご来場ください♪

今回チラシを「３枚」お届けさせていただいています。

お隣さん・お友達に渡してぜひ誘って、一緒にご来場下さい。

詳細は中のチラシをご覧下さい。

お待ちしています

お知らせとお願いごと

～チラシ配布の協力者募集～ 
 
協力可能なところへ☑を入れてください 
 
□自宅にポスター掲示します □チラシ配布出来ます（     枚） 
□お店に設置できるよ（お店の住所：                   ） 

      （お店のお名前：                  ） 
 
コース名： 班名： お名前： 
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組合員、 生産者、 職員の広場

○心から感謝します。

災害の多いこの頃とは言え、岩泉や宮古の生産者さん
の被った被害の大きさに言葉がありません。
職員の皆さんがお仕事の合間に（本来休息の時間です
が）交代で支援に行ってくださったこと、心から感謝
します。戻って来てからの体力回復の時間が確保され
ますように。

（龍ヶ崎市　茂田さん）

○想像以上にひどい状態でショッ

クを受けました。
ニュースレター岩泉・宮古そして北海道東北の台風
9・10号による影響をお知らせくださりありがとうご
ざいました。特に岩泉では、想像以上のひどい状態で
ショックを受けました。
岩泉産業開発の事務所は流出、というのは建物が流さ
れてしまったんでしょうか。
TVにうつっていたグループホームと近くてびっくり
しました。川の水の力がものすごかったのでしょうか。
事務所は雑穀や豆の生産者さんたちは道路が寸断され
ていたりして非難も安易ではなさそうですが・・・。
どうかみなさまご無事で！さっそく支援に出かけてく
ださっているようで、本当にありがとうございます。
よろしくお願いいたします。

（つくば市　西尾さん）

○誇りに感じます。
休日返上しての宮古・岩泉町への支援を行って下さっ
た職員の方々、本当に大変だったでしょう。ありがと
うございます。地元の生産者さんに人的被害がないこ
とが何よりでした。
常総生協は、“何があっても手をさしのべてくれる” と
いうことを示して下さり、私たち組合員も安心してい
られます。常総生協の一員であるということも誇りに
感じます。

（取手市　柴田さん）

○フットワークと行動力

さすがフットワークが軽い！縁を頼りに熊本へ岩手へ
と手をさしのべられる職員さんの行動力。年々支援に
対する心の準備も整ってきたように思えます。

災害は起きないにこしたことはありませんが、日常に
はない問題をとらえる意識、見習いたいと思います。

（守谷市　板子さん）

今回の台風でいつ、何が起こるかわからないという事
がよーく分かりました。前代未聞というフレーズをこ
の 1年間で何回聞いたことでしょう。昨年の常総市の
台風による水害、4月の熊本の震災、そして 9月の岩
手県、北海道での台風被害。これでは農作物が育たな
い。日本中でいろんな方が被害に遭われている。この
事態に対し、常総生協として柔軟に助け合えるように
と、NO,473【JOSO たすけあい基金】1 口 500 円を設
立しました。こちらは常時基金を受け付けています。
いつ、何が起きるかわからない非常事態に日頃から皆
さんのたすけあいの気持ちを結集させて備えていきた
いと思います。よろしくお願い致します。

尚、今回の岩手支援のリアルタイムな情
報は Facebook にも掲載されています。
ぜひご覧になってもいてください !!

（専務理事　伊藤）

○何回もリクエストされました♪

水ダコのお刺身とても美味しかったです。イカのリン
グも。お弁当に何回もリクエストされました。

（取手市　小蔵さん）

○親子に敬意。

いつもおいしいお米をありがとうございます。黒澤さ
んの東日本大震災時のいち早い取り組み等々、記憶に
しっかり刻まれておりますが、最近の生協さんのニー
ズで JA におろさず独自ルートで販路をお持ちである
ことを初めて知りました。親子で 1枚の写真に収まっ
ておられる様子にはとても好感が持てます。同じ志
を持つものとして時には衝突するような場面もおあり
でしょうか。二世代で学ばれておられることにつくづ
く敬意を表すると共に羨ましく思います。これからも
引き続き黒澤さんのお米を頂戴していきたいと思いま
す。どうぞ、お身体お大切になさってください。これ
からも宜しくお願い致します。（つくば市　戸田さん）

facebook　QRコード
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サマーキャンプ報告 （キャンプ実施期間 8/9 ～ 8/12、 報告会 9/17）

東日本大震災による、福島第一原発の事故後からスタートしているサマーキャンプ。常総生協の供給エリアも放
射能のホットスポットなり、高線量の放射能汚染されてしまいました。常総生協の組合員の子どもたちを気兼ね
なく外で遊ばせてあげたいという想いから、サマーキャンプを始めました。今年で 5回目の取り組みになり、関
西よつ葉さんからのご厚意で、能勢農場でキャンプするのはは 3年目 3回目のになりました。引率した職員も 1
名という事もあり、毎年小学生各学年から一人づつの参加。合計 6人の子供たちが、遠く大阪の能勢農場で 4日
間いつもの生活では体験できない貴重な日々を過ごせた様です。

最終日に関西の子どもたちも含めてパシャッ !!
みんな逞しく、楽しく過ごしました♪

8/9（火）初日出発。現地にて自己紹介・施設案内・エ
サやり・テント建て・入浴・肝だめし。

8/10（水）山で宝探し・昼食作り・乗馬・夕食作り・入浴・
自由時間。

守谷駅出発♪いざ大阪へ !!

4日間ご苦労様でした。みんなよく頑
張りました。職員の伊原君ご苦労様 !!

川遊び、キャンプファイヤー!!
すごく充実した 1日。

山でお宝探しや生き物との
触れ合いをいっぱい楽しみ
ました♪ 親御さんと職員でお出迎え。

みんなソワソワしてます。

8/12（金）最終日。片づけ・感想文・掃除・荷物整理・
帰途

8/11（木）川遊び！スイカ割り。「キャンプ場へ！」キャ
ンプファイヤー♪

自分たちでテントを張ります。


	NEWＳ 2016.10-4(11)
	NEWS中面　2016.10.4（34）

