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【２０１７年１月の予定】
●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し● ●提携 ・ 協同 ・ 連帯企画●

１．１４ （土） じょうそう朝市 （本部前）
１．１５ （日） つくばまめいち
１. １７ （火） 茨城県による監査
１．２５ （水） 第１０回 定例理事会
１. ２８ （土） 常総生協業者会総会 （スターツ研修ｾﾝﾀｰ）

１．６ （金）  茨城県生協連新春交流会 ・ 理事会 （水戸）
１．１２ （木） 「茨城の大地震に備える」 勉強会 （生協本部）
１．１３-14 （金 ・ 土） 生協ﾈｯﾄﾜｰｸ 21 経営トップ会議
１．２１ （土） とみせ幼稚園みそ作り支援
１．２６ （木） 東海第二原発運転差止訴訟第 16 回弁論期日

この注文書は

１月１回といっ

しょに提出願い

ます。

１月２回より通

常曜日での供

給となります。

年末年始の 「配布 ・ 回収 ・ お届け」 スケジュール
日 月 火 水 木 金 土

12 月 3 週
18 19 20 21 22 23 24

1 月 1 回と 2 回同時提出

12 月４週
4 回・５回

25 26 27 28 29 30 ３1

12 月 4 回配達 12 月 5 回 （おせち） 配達 休
2017 年
1 月 1 週

1 ２ ３ ４ ５ ６ ７

お休みを頂きます 1 月１回配達

１月２週
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４

1 月 ２回 配達 （通常）

よいお年をお迎え下さい

1/12（木）「茨城の大地震に備える」 講演と勉強会。
（産業技術総合研究所（つくば市） 岡村行信研究員をお呼びして）
1/12（木）10-12 時（生協組合員活動室）東海第二原発差止住民訴訟原告団主催

1/10（火）「霞ヶ浦の放射能汚染はどうなっているの？」
（河川放射能調査をしているアサザ基金 安保満貴さんをお呼びして）
1/10（火）10-12 時（生協組合員活動室）脱原発とくらし見直し委員会主催

年明けの催し案内
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2016 年 12 月 6 日 ( 火 )　常総生協本部組合員室　13 時半～ 16 時　17 人参加。
【ミニ学習会】

　ひたちなか市の荻三枝子さんを講師に「東海発電所 L3 廃棄物の埋
設計画について」学習しました。県内の原子力発電所について知らな
いことが沢山あり、大変勉強になりました。

【チーム活動報告】
○市町村のセシウム測定データ収集　　土浦市のデータ収集が完了しました。
○ DVD 貸出　貸出 DVD の一覧を保存版として配布しました。DVD の寄付やカンパもお願いする予定です。
○土壌調査　定点調査と雨水の集まりやすいところの調査を行います。

★次回は、 1/10( 火 )10 時～ 13 時 （生協本部） の予定です。

10：00 から「霞ヶ浦の放射能汚染はどうなっているの？」ミニ学習会を開催します。講師：アサザ基金　
安保満貴さん。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。

12/6 脱原発とくらし見直し委員会 （第 59 回） 報告

12/6 脱原発とくらし見直し委員会　「東海原発 L ３問題」 勉強会　住民運動をすすめている荻さんからお話を聞く

東海原発廃炉によって出た放射性のゴミ
低レベルといえどもセシウム 7000 ベクレル /kg、ス
トロンチウム１万ベクレル /kg・・・・

1 万 6,000 トン
を地下 4m の素掘りの穴に放射能に汚染された鉄やコ
ンクリートの破片をそのまま埋める！？
せめて、コンクリートで固めて！
地下水汚染の心配、海へ流れ出て魚介類の汚染の心配、
雨水による周辺田畑への流出汚染の心配・・・

お願いだから原発から出たゴミを素掘りで敷地に埋めないで！

　1965 年日本で原子力の火がはじめて灯った東海村の
東海原発は 1998 年に廃炉に。2001 年から解体がはじ
まって 2010 年より本体撤去を開始。その中から出て
くる放射能を帯びた鉄やコンクリートのうち、「低レベ
ル」と言われるもの（L3）を東海発電所の敷地に埋め
ようとする計画。
　2015 年、原子力規制委員会に敷地内埋設を申請。全
国に先駆けて廃炉になった東海原発のこの方法が認可
されると各原発も同様になってゆく。原発から出る核
のゴミの処分方法と処分場など何ひとつ決まっていな
い。高レベルの廃棄物は地層処分して国が「100 万年」
管理するというが、困難極まりない。

【疑問１】 地下水は安全か？ 「日本列島は地質学的に原発も

地層処分も不可能」 「日本は地下水が豊富で降水量も多く地

下水の浸透する岩体の亀裂 ・ 空隙が多い」 （原子力研究開発

機構）

【疑問２】 セシウム 7,000 ベクレル /kg 程度だから大丈夫という

が、 1 万 6,000 トン埋設によるセシウム 137 の総量は９億ベク

レルにもなる。 トリチウムはなんと 300 万ベクレルに。

【疑問３】 浜岡１号の廃炉にともなう廃棄物は、「L3 廃棄物 4,000

トンは鋼鉄製の箱に入れてタービン建屋に保管」 で申請。
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【編集後記】　（年に１度の編集後記）

　私たちの協同組合 「常総生協」 は昨年 2015 年に創立 40 周年を終えて、 今年 2016 年は次の 10 年に向けて （10

年後は半世紀に） 新たなスタートを切った年でした。

　組合員活動が本当に活発になった 2016 年でした。 先輩組合員たちが若いお母さんとお話ししながら料理を伝え、

思いを伝え、 指摘をしながら職員を育ててゆく、 生産者も組合員消費者とふれあい、 田畑で共に作業する。 こうした

姿は協同組合の良さだとつくづく思います。

　日頃の活動や生協まつりを見てもたくさんの子連れの家族が多くなったことに驚きます。 世代が引き継がれているこ

とを感じます。 役員体制も一新して、 若い理事さん ・ 職員さんたちが一生懸命議論を重ね、 行動にチャレンジしていく

姿は本当に頼もしい思いです。 この数年停滞ぎみだった供給髙も前年比を超えるところまできました。 すごいことです。

みんながひとつになって多様な活動をすすめている成果です。

　組合員 ・ 生産者の中だけでなく、 地域社会をよくしようとする活動もずいぶんできるようになりました。 原発事故に直

面しての地域調査や、 関東の子どもたちの甲状腺検診、 東海第二原発の運転をやめさせる住民訴訟、 福島の人た

ちとのつながり、 災害への支援活動、 憲法講座 ・ 歴史講座、 地域公開の講演会や講座等々。 合成洗剤追放運動か

らスタートした常総生協の遺伝子が引き継がれています。 この 「ニュース」 も組合員の活動の多様さに対応して 「食」

のことや組合員活動 ・ 生産者の様子の報告にとどまらず、 地域のこと、 社会のことまで含めて多様です。 今後は格

差社会や高齢化の中での介護や助け合いの地域協同のあり方もとりあげてゆくことが課題です。

　東日本大震災以後、常総市の水害、熊本震災、岩手災害と続きました。 社会も世界も様々な問題に直面しています。

2017 年、 庶民のくらしがそして子どもたちが、 安心で平穏な社会に少しでも近づけられるようにみんなで協同をすす

めていきましょう。 よいお年をお迎えください。 （編集委員 Ｏ）

【第 6 回理事会報告】

開催日時　2016 年 10 月 26 日 ( 水 )10:00 ～ 13:00　開催場所：常総生協本部　2F　組合員活動室
■協議検討事項
　【1 号議案】上半期決算報告
　【2 号議案】岩瀬牧場、生協との共同経営への件（生協子会社による法人化）

前回から継続審議となっていた岩瀬牧場の生協との共同経営 （法人化） に向けて、 伊藤専務よりこの２

年間の協同事業の報告と今後の事業計画の提案を受け、 理事全員一致で生協子会社として法人化する

ことを承認した。10/20 岩瀬牧場第一段階豚肉試食検討会で組合員からも一番人気との報告がありました。

■報告事項
　1）10 月事業報告、　2）生協まつり実行委員会の状況報告、3）組合員活動報告ほか

【第 7回理事会報告】

開催日時　2016 年 11 月 30 日 ( 水 )10:00 ～ 12:30　　開催場所：常総生協本部　2F　組合員活動室
■協議検討事項
　【1 号議案】期中監査報告（指摘事項案件の説明含む）
　【2 号議案】次年度活動方針の件
　【3 号議案】冬季賞与支給方針の件
■報告事項

1)10 月決算／ 11 月事業報告、　2) 味噌講習会について、　3) 人事報告、4) 税務署、茨城県生活環
境部生活文化課による監査予定のお知らせ、　5) 組合員活動報告ほか

　　（主な報告事項）
上半期の供給高は 98.9％でしたが、 職員が土日を返上しての講習会、 イベント参加、 拡大行動

の動きの成果もあり、 拡大実績は前年比２倍で推移し、 活動組合員数も 50 名増となり、 供給髙は

11 月 4 回で累計実績が 100.02％と前年を上回ることができました。

 理事会報告
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タイトル 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）
自然と共生する

農のかたち
２ 自宅 有機農法の人にやさしく、 虫や環境にもやさしく共存するＤＶＤを見て、 野菜を購入する

時、 虫食いがあっても、 安全な野菜だと思い、 ありがたく頂こうと思います。

いのちの食べ方 ２ 友人宅 事実を淡々と流す映画でしたが、考えさせられることが本当にたくさんありました。 そして、
生協で頂いている食材はしっかりと顔が見えていることに有り難いと思い感謝しています。

フードインク ４ 自宅 安い食べ物を喜ぶ人は多いけれど、 それは労働者にも家畜にも優しくない作り方をして
いるのだなあと思いました。

モンサントの不
自然な食べもの

１ 自宅 食の安全 ・ 遺伝子組み換え食品 ・ ＴＰＰについて考えさせられました。

１ 自宅
モンサントが世界の食を支配しようとしている事実には驚きました。 スーパーなどで売られ
ている食品には、 遺伝子組み換えでない○○　と書かれていますが、 本当に大丈夫な
のでしょうか。 生産者がはっきりと分かる安心な食べ物を選んでいきたいと思います。

２ 自宅 モンサント社が悪質な業者と知っていましたが、 具体的によく分りました。 在来種を保存、
継承していかなければならないと強く思いました。

赤とんぼが
いない秋

２ 自宅
農薬によるりんご畑が怖くなりました。 果物全部も調べないと、 食べる量を減らすとか。
赤とんぼ、 はちなど昆虫がいないと人間の神経も同じく影響を受けている訳なので、 将
来を考えると、 国が農薬基準を国際基準に合わせるとかするべきだ。 もう遅いと思う。 本
当に日本はどうなるのだろう。 食の安全を第一に考えるべきです。

２ 自宅
日本は農薬の基準が、 ＥＵ、 米国に比べて何十倍も甘いということ。 日本の方が厳しい
と思って、 多少安心していたのですが、 びっくりです。 常総生協の種無し葡萄を食べて
いますが、 スーパーのものを食べると口の中で違和感を感じます。

ミツバチの羽音
と地球の回転

２ 自宅 祝島の年寄りの女性の力がすごいと思う。 声を上げて、 原発反対にに挑んでいる。

100,000 年後
の安全

２ 自宅 フィンランド人はお手本を示しています。 日本は ・ ・ ・ ・ ・

４ 自宅
淡々と映し出すオンカロの発破作業。 この放射性廃棄物の埋蔵の洞窟は、 企業として
利益を生み出さなければならない。 決して危険性を憂えて未来の人類に責任を持ってい
る立場ではないのです。 誰が１００，０００年後を想像できるのでしょうか。 注釈も入れない
映像から重い重い人類への問いかけを感じました。

４ 自宅 １００，０００年後の安全を誰が大丈夫と言えるのでしょうか？

サクリファイス
（犠牲者）

１ 自宅 情報公開が必要だと思いました。 人命に関わることなのに、 責任を取らないと、 解決法
がないことを推し進めていく国、 企業は何だろうと。 暗い気分になりました。

誰も知らない
基地のこと

１ 自宅 タイトル通り知るべきであるのに、、 全く知らなかった基地の存在意義を知ることができまし
た。 日本国民全員が観るべきドキュメンタリーです。

２ 友人宅 世界中に基地がある。 沖縄だけじゃないんだと知った。 基地があるから戦争が起こる仕
組みを知った。

【お願い】　ＤＶＤ「フードインク」の希望者が大変多く、お待たせしていますが今しばらくお持ちください。「フードイ
ンク」をもう一枚購入したいと思っています。このＤＶＤを見てくださる方が多いことは , 係りとしてもとてもうれしい
ことです。お待ちの間に別なＤＶＤも借りてくださることをお薦めします。 好評の「誰も知らない基地のこと」は故障
してしまいました。買い替えを予定していますのでもうしばらくお待ちください。　

「小さな上映会だより 2016-(9)」 （生協ＤＶＤ貸出状況）　　　脱原発とくらし見直し委員会

常総生協のＤＶＤを利用する方が増えるのはうれしいことです。 人気のある DVD はお待たせしないように複数枚

用意しておきたいと思います。 また壊れるＤＶＤもあり新しいＤＶＤを購入したいとも思います。 組合員、 生産者か

らの DVD の寄贈も歓迎です。 貸出活動をすすめるためにみなさんからのカンパ ・ DVD 寄贈を募集します。

 1） カンパ　１口１００円　何口でも　　2） DVD の寄贈
リサイクルの封筒に入れて 「カンパ」 または 「DVD 寄贈」 と書いて供給便に乗せてください。 　　脱原発・くらし見直し委員会

貸出活動協力のお願い （カンパ、 DVD 寄付）

････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ キリトリ ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

【小さな上映会 カンパ ・ DVD 寄付】 （脱原発とくらし見直し委員会行き）　　　　　　年　　月　　日

お名前　　　　　　　　　　組合員№　　　　　　　
　　　　ｺｰｽ名　　　　　　　　班名　　　　　　　　　　　Tel　　　　　　　　　　　　

　　　１） カンパ　（　　） 口　　（　　　　　　　） 円

　　　２） DVD 寄贈　DVD 名 （　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　おすすめ一言

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　１－２
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組合員、 生産者、 職員の広場

●地域の皆さんに喜ばれました♪

光風台まつりに生協さんのご
協力で地域の皆様に喜んでい
ただけましたので、とても感
謝いたしております。準備さ
れて当日の販売に頑張って下

さいまして、たいへんありがとうございました。私も
お手伝い出来て嬉しく思っています。萩原さん、佐藤
さん、滝本さん、小菅さん、ごくろう様でした。

（取手市　菊地さん）

●添加物が心配。

お好みさつま揚げ美味しかったです。練り物につきま
とう添加物の心配が高橋徳治商店のお品にはないのが
有り難いです。

（取手市　﨏川 さん）

●身体の調子がとても良いです。

いつもありがとうございます。えんめい
茶、朝いつもいただいています。身体の
調子がとても良いです。おススメ品です。

（つくばみらい市　上野さん）

●商品の背景を知る事ができる !!

11月5回の表紙、飛鳥食品さん。生産者さんに歴史あり、
ですね。JOSO の生産者さんには商品へのポリシーがあ
るのは承知していたつもりですが、こうした背景があ
るのだと知って、より身近に感じるようになりました。

「本格的な味わい」をいつもありがとうございます。
（柏市　石川さん）

●脂があま～い♪

「はじめの一歩」の豚バラ肉をい
ただきました。やはり脂が甘く
てしっとりしていました。おい
しいですね。これからもよろしくお願いします。

（牛久市　黒須さん）

「はじめの」シリーズは岩瀬さんの理想とする豚のかけ
あわせの途中段階の豚です。今後も不定期ですが企画
されると思いますので、お楽しみにしてください。

（生産者出向　伊原）

●みんなが学べるニュースレタ―

添加物の学習会大盛況でよかったですね。ニュースレ
ターで詳しくご報告ありがとうございました。わたし
もふだん気をつけています。誠実につくって下さるも
のを選んで食べられることに感謝したいです。学習会
に参加できなくても、みんなが学べるニュースレター
をこれからもお願いします。

（坂東市　横島さん）

●とても勉強になりました。

石けん学習会は、とても勉強になりました。普段の洗濯
は、低刺激の合成洗剤、カーテン、布団などは石けんで
洗っています。石けんは泡立てて洗うと汚れがよく落ち
るとわかっていてもつい合成洗剤を使っていました。（臭
い・香の無いもの）洗濯物を下洗いすることが大事だと
いう事が分かりました。手早くできることを優先してい
たので…。お土産を「キングカズも使っているシャンプー
だよ」と子供に渡すと、サッカー好きなのでとても喜ん
でいました。ありがとうございました。

（つくば市　佐藤さん）

●来年こそおまつりに行きたい !!

生協まつり、盛況だったとのことご連絡ありがとうご
ざいます！とても良かったです。行きたいコンテンツ
がたくさんだったので来年こそは仕事と重なりません
ようにと思っています。

（取手市　大内さん）

今年は前年の 100 人越えの来場者
があり、生産者、組合員の笑顔あ
ふれるおまつりになりました。大
内さんが製作してくださったチ
ラシの効果です。本当にありが
とうございました。来年は是非
ご来場ください。

（専務理事　伊藤）

●足にピッタリで歩きやすい♪

一週おくれの注文を受けつけていただいたパラマウン
トのシューズ。足にぴったりで歩きやすく大喜びして
います。

（つくばみらい市　石井さん）
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～うちの地区でも行商開催して～

コース名　　　　　　　　　　組合番号　　　　　　　　　　　　　　　　お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開催場所 （住所も記載ください）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

希望時間帯

　　　　　　　 ： 　　　　　　　　～　　　　　　　　　 ： 　　　　　　の時間を希望します。

行商仲間づくり （展示即売会） のお知らせ !!わが家にも来

て !! 大募集 !!

行商仲間づくりとは…

生協の軽自動車に商品を積んで、皆さんのお宅の近所に車を止めさせていただき商品の販
売をします。 生協の商品をお買いものしながらワイワイとご近所さんや近くの組合員と
お話をし、常総生協の素材・商品のアピールします。

 有機の野菜、肉、乳製品、加工品 
などなど、その場で手にとって 
購入できます！ 

・「常総生協はどんな商品を扱っているの？」 
「実際に食べてみたいな～」 

声にお応えしまして、軽のバンでおうちの前ま
でお伺いします！ 

・火曜と金曜の週 2 回、ご近所を訪問します！ 
 
★「わが家に来てほしい！」方は下記までお気軽

にご連絡ください。お待ちしております！ 

キリトリ

※後日、開催に向けて打ち合わせのご連絡をさせていただきます。（担当　矢島）

ホームページからも、
お申込みできます !!

↓

 
～常総生協を広めよう～ 

●食はいのち：食べ物は毎日の健康と将来のカラダをつくる素です。 

だから、無農薬の農産物や食品添加物不使用の食品 

を中心に扱います！ 

●地産地消：地域の生産者とのつながりを大切にします！ 

●生産者と消費者が共に学びます 

：講習会や産地見学を通してお互いの理解を深めます！ 
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