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【10-11 月の予定】
●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し● ●提携 ・ 協同 ・ 連帯企画●

１０．２４ （月）　清水農園　秋の援農と収穫祭 （日程変更）

１０．２６ （水） 第６回理事会

１０．２９ （土） やさと ・ くわはら農園　秋の援農と収穫祭

１０．２２- ２３ （土 ・ 日）　関東子ども基金  県央水戸甲状腺検診

１１．３ （木 ・ 祝） 天池農園産地交流会

１１．１９ （土） 長島農園産地交流

１１．２３ （日） 昆布巻き講習会、 宇治田農園産地交流

１１．２５ （火） 稲葉料理講習会

１１．２６ （水） 鈴木牧場産地交流会、 都留さん歴史講座

１１．５ （土） 関東子ども基金　柏甲状腺検診

１１．６ （日） 関東子ども基金　我孫子甲状腺検診

１１．１２－１３ （土日）　関東子ども基金 栃木塩谷矢板検診

１１．２７ （日） 遺伝子組換え ・ ネオニコ農薬問題　講演会

11月12日（土）１０：００～ 14：00常総生協本部

常総生協 41周年
まつりに集まろう !!
生産者と交流できる年に１回の機会 !!
今年は組合員さんが実行委員となって企
画、運営をしていきます。
つくる人、食べる人、地域の皆さんが集
う生協まつり。23 の生産者・メーカー
さん、「乾物一座」、「脱原発委員会」等
の組合員活動チームも活動紹介していき
ます。!!

秋の味覚いっぱい！
家族、お友達とごいっしょに

おいで下さい！
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　　　　　　 　グリーンから始まる松永さんの無農薬フレッシュレモン

商品カタログ表紙を読んで、『レモンジャム』はどこ？と探された方、ごめんなさい。ジャム用にする果実は
来年４月以降、完熟して大きくなった果実を加工してゆきますので来年５月以降に登場します！お楽しみに。

産地情報

新しいレモン畑で実をつける

『レモンジャム』 は果実が大きく完熟後の加工で５月以降に登場予定です！

対面の新しい山を買い、 開墾 ・ レモンの樹を植えて４年。 あと２年

2018 年には７月～９月も出荷できるようになります！

　レモンは暖かい地であれば１番花から３番花まで

年中花が咲き、 春実 ・ 夏実 ・ 秋実と実を結ぶ 「四

季咲性」 の植物。 日本での露地栽培では春５月

に１番花が咲いて実をつけ１０月下旬からグリーンレ

モンとして出荷開始。 １２月に入るとだんだん黄色く

なって３月位まで出荷が続きます。 松永さんのレモ

ン畑は海に面した急勾配で高低差を利用して出荷

時期をずらしています。

　常総生協とのおつきあいは２５年前、 お父さんの

時代から。 初めてお会いしたときはちょうど信彦さ

んが結婚される時。 果樹試験場の研究員だった信

彦さんは多種多様な柑橘を、 無農薬 ・ 有機栽培で

実験してきました。

　そして今この自然の中で無農薬の果樹生産を子

どもたち３人も加わって家族５人でやってゆこうと決

意したことから、 対面の山５反歩を買い苗木を植え

てようやく今年で４年目。 実が成りはじめました。

〇夏場にレモンを届けたい！

　この新しい畑では、 「通年レモンを消費者にお届

けしてみよう」 と、 まずは２反歩分を冬場にハウス

で覆って１番花を早く咲かせる計画で、 今年その

準備としてパイプをくみ上げました。 来年の冬から

ハウスで覆って 2018 年からは 7 月からレモンを楽

しめそうです！

　国産でも貯蔵レモンではなく 「収穫したばかりの

フレッシュレモンは香りが違います」。 そして 「無農

薬は味が断然良い！」。

　この新しいレモン畑にはミツバチも２群飼っていま

す。 少量ですが 「レモンのハチミツ」 も頂く予定で

す。 どうぞみなさんお楽しみに！

2016 年 2017 年 2018 年
1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12 月 1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12 月 1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12 月

　　１番花 ｸﾞﾘｰﾝ 黄色　 　　１番花 ｸﾞﾘｰﾝ 黄色　 　　１番花 ｸﾞﾘｰﾝ
ﾚﾓﾝｼﾞｬﾑ　 ﾚﾓﾝｼﾞｬﾑ

新しいレモン畑　開墾・植樹から４年目　　実を着けはじめる　　　　　　 　　ハウス １番花 ２番 花 ｸﾞﾘｰﾝ　 　　　黄色
　　ﾋﾞﾆｰﾙで覆って１番花を早く咲かせる　７月から出荷に！

このパイプの上をハウスで覆う予定

新しいレモン畑です！
植樹して４年目に入ります。

（B） 松永農園から伊豆半島

を眺める

駿河湾

現在のレモン畑

新しいレモン畑

由比港

富士山（A） 松永農園から富士を眺める（A）

（B）

ミツバチの巣箱 雑草を食むヤギ 熊本支援の帰りに立ち寄った伊藤専務
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11/25 稲葉先生の 「秋冬のお魚を使った定番メニュー」 講座募集　＆　アシスタント募集
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組合員の活動より　　10/30 市民と政治をつなぐ　新潟のようす　

脱原発とくらし見直し委員会 （第 57 回） 報告
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2016 年 10 月 4 日 ( 火 )　常総生協本部組合員室　13 時半～ 16 時　

15 人参加。 取手の総代さん、 当委員会の担当理事となった佐藤理事さんが初参加でした。

チーム活動報告

○市町村のセシウム測定データ収集

各自治体とも検査数が減ってきています。 月桂樹で 36Bq/kg 出ている検査結果もあります。

○ DVD 貸出

貸出 DVD の一覧を保存版として年 2 回発行することにしました。 壊れた DVD の修理や新規 DVD

の購入などにいずれカンパをお願いできたらと思っています。

○今月の関連行事

10/13 （木） 東海第二原発運転差止訴訟　第 15 回口頭弁論　水戸地裁

10/18 （火） 西尾先生講演会の DVD 上映会　生協本部 10 ： 00 ～ 14 ： 30

★次回は、 11/1( 火 )13 時 30 分～ 16 時 （生協本部） の予定です。

どなたでも自由に参加できます。 関心のある方は是非お越しください。

　先般、 しらたかノラの会 10 周年で山形に伺った時、 普通の農家のみなさんが 「東北はいつも切り

捨てられてきた。 原発事故による汚染と農政改革＝ TPP。 もうがまんできない」 と口々に語るのにた

いへん驚きました。 安倍政権を皮肉る歌も聞きました。

　７月参院選での 「東北 ・ 北陸の乱」 に続き、 新潟では市民と野党の共闘で 「東電柏崎 ・ 刈羽原発

の再稼働ノー」 の知事が誕生しました。 7 月の参院選で 「こどもたちの未来のために市民と政治をつ

なぐ」 を掲げて僅差で当選し、 続いて先週、 脱原発

の知事を生み出した森ゆうこさんの講演がつくばイー

アス ・ ホールであります。

　安倍政治にノーを

言おうという市民で

つくられた 「市民連

合」 のみなさんが主

催しています。

　１月衆院解散が取り

沙汰される中、 東海

第 2 原発を抱える茨

城で、 市民と政治は

どのようにつながって

ゆけるかを考える機

会になるかもしれま

せん。
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組合員、 生産者、 職員の広場

９月に宮城黒澤さんより昨シーズンたくさんご利
用頂いた組合員さんと、昨年水害に遭われた常総市
の組合んさんへ感謝と応援の気持ちとして『新米：
おもてなし１㎏』をプレゼントしてほしいと届きま
したので、お届けさせて頂いて頂きました。組合員
からの感謝と、応援コメントを頂きましたので、掲
載させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（商品部　井上）

●黒澤さんの思い。
「思い」が田に心ということに日本人はやはり、田んぼ
が原点。お米は大切なものと気持ちを改めました。今
年も楽しみです。ありがとうございます。

（つくばみらい市　戸井田さん）

●美味しくいただきました。
黒澤さんのおもてなし新米ありがとうございました。
美味しく頂きました。

（つくば市　高橋さん）

●これからも…
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
のニュースで 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）

●体からじわりと旨味が
黒澤さんからの「おもてなし１kg」のお米。本当にあ
りがとうございます。家族全員で味わっていただきま
した。体にじわりと旨みがしみて力がわいてくるよう
です。ごちそうさまでした。
これからもたくさん食べていきます。よろしくお願い
します。

（流山市　関さん）

●応援していきます。
黒澤さん、新米プレゼントありがとうございます。台
風の被害はなかったでしょうか？毎日、黒澤さんのお
米をいただいております。1 粒 1 粒がとっても大きく
しっかりしていて、食べごたえがあります。息子は今
成長期で、食欲旺盛。おかげ様で、健康でたくましく
育っています。これからも黒澤さんを応援していきま
すので、よろしくお願いします。お体ご自愛ください。

（龍ヶ崎市　加藤さん）

●黒澤さんの無農薬のお米に感謝
先日は、新米のプレゼントありがとうございました。
とても、美味しかったです。ごちそうさまでした。私は、
農薬アレルギーですので、黒澤さんの無農薬のお米に
感謝しております。これからも宜しくお願い致します。

（流山市　中さん）
-------------------------------------------------------

●国を育てていかなきゃ
ほしい物が（衣類など）made in china　ばかりでは
購買力が出ません。もっと日本製を扱って下さい。昔
は買ってましたが（発展協力の為）今は日本より経済
力も上です。もっと日本製品を大切にして下さい。若
者の働く場も少なく…国を育てていかなきゃ

（取手市　高原さん）

●ダイマツさんの「氷温熟成」「氷　　

　温造り」シリーズ !!
ダイマツさんの「氷温熟成」「氷温
造り」シリーズ、本当においしくて
我が家ではみんな大ファン！！冷蔵
庫にストックがあるとすっごく安心するくらい…もう
すでに家族の一員です。

（取手市　小島さん）

●準備していて損はないはずです。
暑さ寒さも彼岸まで・・・のはずが、まるで梅雨時の
ような蒸し暑さ。真夏日に近くなるような状態に先行
きに不安を感じます。地球はこの先どうなっていくの
でしょう。子ども達が同じ年になった時に果たして無
事に生活していけるのでしょうか。いづれ来る大震災
への備えや覚悟等、準備していて損はないはずです。

（牛久市　黒須さん）
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9/28 （水） 稲葉先生の料理講習会 「秋の常備菜」 開催報告

清水農園の「野菜セット（7～ 9品目）」を主役に取り上げ

１週間のやりくり術をテーマにした講習会になりました。

素材を無駄なく使い切れるようにしたいと思いま
す。素材を丁寧に扱いたいと思います。
お話も楽しく、先生の包丁の使い方も勉強になりま
した。
ありがとうございました。

（守谷市　威徳さん）

参加者１０名でした。稲葉先生の料理講習会前回までは、日本料理の基礎講習、節句料理と風土と伝統をテーマに
した講習会にしていました。今回から、組合員の台所に寄り添った提案をテーマにしています。実際に野菜セット
が届いたら、どうやって使い切ればいいの？そんな意見も多いです。稲葉先生のプロの目線から家庭料理への提案
という会になり、参加された組合員さんは調理技術もさることながら、勉強になったようで、非常に満足されてい
て良い企画となりました。今週の NewsLetter の本誌に次回の講習会のご案内が掲載されています。ご都合がつく
方は是非お申込みください。損はさせません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（商品部　丸山）　　

有名料亭でお仕事されていた稲葉先生に教えてい
ただけるなんて、なかなかない機会ですので今回参
加できてよかったです。
本当にありがとうございました。

（守谷市　原田さん）

冬瓜を今までは軟らかく茹でるばかりでしたが、
歯ごたえのある冬瓜のおいしさを知りました。すぐ
わが家の献立に使えるものばかりです。
だしを取ることをおっくうにしないよう心掛けたい
です。手抜きばかりを考えていたので反省です。内
容豊富な講習会をありがとうございます。

（つくばみらい市　園部さん）

たくさんのお料理を教わり、食させていただき、
料理方法、味の感覚を学ぶことが出来ました。早速
今晩の夕食に作りたいと思います。ありがとうござ
いました。

（取手市　海老原さん）
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