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【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2017 年度活動テーマ　～地元のやさいを食べよう～

【2018 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●

【定期開催の催事】
• 毎週木曜日につくば桜運動公園ゴンタの丘にて地域コミ
ニュティ活動中。

• ゆるカフェ 1 月は第 4火曜日 （23 日） に開催します。
• 毎月第 1土曜日にじょうそう朝市を開催しています。

1/5-7 （金－日） 1 月 1 回変則供給
1/9 （火） 私たちのくらしと憲法
1/12 （金） 脱原発委員会
1/18 （木） ちびごん
1/20 （土） 歴史を学ぼう -未来のために
1/26 （金） 業者会総会
1/31 （水） 定例理事会

1/12-13 （金、 土） ネットワーク 21 生協　経営トップ会議
1/20 （土） 神田さん、 広瀬隆さん講演会
1/27 （土） ネオニコフリーリレー学習会
　　　　　　　　（取手ウエルネスプラザ）

特別増資 500250 にて 1 口 500 円毎週受け付けています。 出来るときに出来る範囲で、 ご協力宜しくお願い致します !!

伊方原発 3号機

運転差止め決定 !!
　四国電力伊方原発 3 号機（愛媛県伊方町）について、広島

高裁（野々上友之裁判長）は 2017 年 12 月 13 日、申し立てを

却下した 2017 年 3 月の広島地裁決定を覆し、運転を禁じる仮

処分の決定をしました。

　原発の再稼働や運転を禁じた司法判断は、高裁では初めて

です。高裁決定は、原子力規制委員会が安全性を審査する内

規として策定した「火山影響評価ガイド」を基に、四国電が

実施した伊方原発内の地質調査やシミュレーションを検討。

約九万年前の阿蘇カルデラ噴火で火砕流が原発敷地内に到達

した可能性が小さいとはいえないとして、四国電の想定は過

小だと判断しました。

　この結果を受けて、常総生協も一緒に取り組んでいる東海

第二原発原告団も 「今後に弾みがつく」 「勇気づけられる決定」

と考えています。福島第二原発事故のあった 2011 年私は供給

職員として地域を回っていましたが、「洗濯物が外に干せない」

「子どもを外で遊ばせられない」「遠方から食べ物を届けても

らっている」など、組合員、地域の方々が見えない恐怖に怯

えている様子を見てきました。

　もう二度と同じような事が起きないように、東海第二も運

転をさせない、 廃炉にしていく事が必要です。

（専務理事　伊藤）

2017/12/14
東京新聞より
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2017/12/9 （土） ラード作り講習会開催しました。 （商品部　畜産担当　横関）

◆「岩瀬さんの豚　背脂」を商品としてお届けするにあたり
　12 月 9 日（土）に生協本部にて岩瀬さんの豚の背脂を使っ

たラード作り講習会を開催しました。岩瀬さんの豚は、一般

に流通している豚に比べると脂が厚く、豚肉の良し悪しを判

断する第三者機関「日格協（日本食肉格付協会）」の評価では

等外（ランク外の規格外品）という扱いになってしまいます。

ですが、岩瀬牧場では敢えて脂が厚い豚を育てています。こ

れは、美味しいお肉 = 良質な脂がしっかりとついているという考え

に基づいた養豚を行っているからです。 実際に、と場（豚の屠殺

を行う場所）で毎日のように様々な豚肉を見ている現場の方からも「この豚のお肉は絶対に美味い」

との言葉を頂いています。

　これだけ良質な脂にこだわった養豚を実践している岩瀬さんの豚ですが、これまで背脂は商品とし

てお届けをしていませんでした。しかし、生命を頂く事 = お肉だけでなく全てを無駄なく頂く事、脂

に関してもその価値をきちんと評価し、生協としても多くの組合員さんにこの脂を利用してもらいた

いという想いから、商品化に向けて職員はもちろん理事も含め、実際に岩瀬さんの豚の背脂から作っ

たラードの試食・検討を行い「これなら自信を持って組合員に提案できる！」という評価を頂きました。

　こういった経緯から商品としての「岩瀬さんの豚　背脂」が生まれ、加工をお願いしているミート

パル村山さんもその想いに応えてくれ、使いやすいミンチ状に加工してお届けする事ができるように

なりました。実際に商品にするまでに理事会のメンバーに試供品を渡して使用してもらって美味しく

料理に使えるか？使い勝手はどうか？色々試してもらいました。正に生産 ・ 加工 ・ 消費という三者の

想いが一つに繋がった商品と言えます。

◆講習会開催報告
　当日は岩瀬牧場の紹介と『ラードって何？』というラードに

関する基礎知識から始まり、その使い方や特徴などはもちろん、

油脂についても全般的なお話（「脂」と「油」の違いなど）に

ついても参加した組合員さん参加型の学習会形式でお話をさせ

て頂きました。

　その後、実際に参加者全員で背脂からラードを作る実習形式

で和気あいあいとラード作りをスタート！実際に始めてみる

と・・・まずはその香りにみんなビックリ。予想していたような臭い（いわゆる「脂臭い」）とは全

く違い、食欲をそそるような何とも言えない良い匂いが会場内に漂いました。これも、常に発酵飼料

を食べてのびのびと育った「岩瀬さんの豚」だからこそと実感できる瞬間でした。ラード作りの作業

自体も「思ったよりも簡単！」という声が聞かれるくらい難しい所はなく、自分だけで作るのは不安

だったけど実際にポイントを聞きながら作業できたのが良かったとの感想も頂きました。

 

　そして最後はお楽しみ、自家製ラードを使った「サータアンダギー」を作って試食。良質な背脂か

ら作ったクセが少ないラードだからこそ、料理だけでなくお菓子作りにも活用できる事が感じてもら

えたのではないかと思います。

　『岩瀬さんの豚　背脂』は今週配布している 1月 2回特別注文に掲載しています（注文番号 454 番）。

写真付きの自家製ラードの作り方レシピも一緒にお届けしますので、今回参加できなかった皆さんも

是非ご家庭でラード作りに調整してみてくださいね！出来上がったラードをいつもの料理に加えれば

風味が増して、家族の評価もワンランク UP するはず！今後はカタログ本紙でも定期的に企画してい

きます。
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～参加された組合員さんの感想～

●全く知らなかった。ポップコーンがとてもおいしくなる！

背脂がどういうものなのか全く知らなかったので勉強になりました。動物性の脂なので使いにくいのでは
ないかと思っていましたが、サータアンダギーに使ったらとてもおいしくサクッと揚がってびっくりしま
した。家に持ち帰って料理に使うのが楽しみです！ポップコーンがとてもおいしくなる！と伺ったので早
速やってみます。ありがとうございました。もっと脂くさいかと思いましたが、岩瀬さんのお肉のせいか
全然くさくなかったです！ありがとうございました！びっくりしました！（M.K さんのお子さんより）

（流山市　M.K さん）

●驚きでした。

横関さんの説明が上手で、聞き入ってしまいました。「油」と「脂」の違いはとても面白く、組成の違い
を小一時間聞きたかったくらいです。それと、サーターアンダギーを作る手際が良すぎで、思わず見とれ
ました。ラードを冷ましている間に、作り方を説明しながら、手を止めることなく、作っていたのはお見
事です！しかも美味しかったです！実際に作ってみると、どこまで加熱すべきか？加熱した時のラードの
色が少し黄色味がかっているけど大丈夫か？など、目の前の疑問を、「これで良い」と確認しながら作れ
たのがとても良かったです。まさか、少し黄色いのに、真っ白になるとは驚きでした。参加された皆さん
も疑問に思っていたようで、家で復習した時に写真を撮りました。講習会の構成も良く、準備万端で、と
ても流れよく、素晴らしく、楽しかったです！皆さんへの「ラード料理を教えてください」もあり、完璧！
ありがとうございました。

（つくば市　A.M さん）

●ラードで挑戦してみます。

初めて本部にお邪魔して勉強させて頂きました。知らない事ばかりで大変ためになりました。早速、日常
の料理に活用してみたいと思います。いつもパン作りにバターを使っていますが、ラードで挑戦してみま
す。ありがとうございました。

（取手市　N.K さん）
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第 70 回　脱原発と暮らし見直し委員会　報告

2017 年 12 月 4 日 ( 月 )　常総生協本部組合員室　13 時半～ 17 時　組合員 10 人参加。

 ★チーム活動報告
○  市町村のセシウム測定データ収集
測定データが少なくなり更新のない自治体が増えてきました。千葉のブルーベリーで検出されました。厚
生省の調査では、ジビエやキノコ類で高い値が検出されています。
○  DVD 貸出
近々、貸出管理の新しいシステムを開始する予定です。別欄での報告を参照してください。
○  土壌調査
今後、各地で土壌採取を行う予定です。組合員さんの近所で測定してほしい場所がありましたらお申し出
ください。

 
★参加報告
11/24（金）水戸 29（水）東京で、日本原子力発電㈱が東海第二原発の 20 年延長申請を提出したことに
反対する運動に一部の委員が参加しました。
 

★今後の活動
 福島のシジミチョウの研究をして 2015 年に亡くなられた琉球大学の野原千代さんの活動を紹介します。

 
★次回は、来年 1/12( 金 )13 時半～ 16 時（生協本部）の予定です。

委員会はどなたでも自由に参加できます。関心のある方はお気軽にお越しください。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 
ＤＶＤライブラリーの新しい貸し出しシステムについて

多くの方に自宅で利用して頂けること、うれしく思います。ＤＶＤも数が増えて、あちこちへ動くうちに、
行方不明、紛失、予想していなかった事も起こるようになりました。事務局の方、配送の方への負担も多くなっ
ています。
 
これらのＤＶＤは常総生協がもっと経済的に苦しかった時代に、元副理事長の大石さんがポケットマネーで
購入し、総会などで上映されていました。それ故今では手に入らない貴重なものもあります。そのＤＶＤを
生協に寄付していただいて、今のＤＶＤの貸し出しを始めました。貸し出しが始まると、組合員さんや理事
さんからも貴重なＤＶＤの寄付があり、ＤＶＤの数も増えました。伊藤専務の言われるようにＤＶＤライブ
ラリーは常総生協の宝物なのです。
 
今後管理がしやすいように、各々部署での負担が出来るだけ少ないように、紛失などが起こらないように、
新しい貸し出し方法を２ヶ月かけて考えてきました。
運用テストを重ねていき、運用できる体制が整い次第動かしてゆきたいと思います。ご協力よろしくお願い
します。

（ＤＶＤグループ）

 ～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・
主な追加・変更点イメージ　　　　　　　　　　　　
1） DVD 受取り後、封筒宛名から飛び出ている「貸出受領書」部分を切り取り、日付とサインを記入して返
送してください。（DVD 返却と同時であれば切り取り不要です）
2） DVD 返却する時、封筒宛名の裏面のアンケートに回答して返送してください。
3） DVD 返却を貸出窓口が確認したら「返却確認書」が届きます。
※ 1）3）は今までなかった手順ですが、DVD 紛失を防ぐために加えました。ご協力をお願いします。
～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・～・～～・～・～・
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2017/12/1 （金） 供給担当による商品試食説明会 「中津ミート」 （供給部　岩野）

■商品の市販品との違いを地区の供給担当が伝えようということで始まった企画。皆さんご存知です

か？今回は坂東地区を配送担当している岩野が坂東公民館にて「中津ミート」をテーマに開催してき

ました。

（商品試食説明会を行った岩野より）

　供給職員としてなかなかこういう機会をもつことがないの

で失敗を恐れず自分の知識を皆さんに精一杯伝えようと意気

込みました。昨年の職員添加物チームで得た経験を活かして

皆さんに伝え、畜産加工品には、市販品ではここまで添加物

が使われているという事実に驚かされていました。試食され

た感想では中津ミートの方はしっかり弾力があり本当の美味

しさに実感いただきました。　市販には素材そのものより塩

分で調節されていてよく分からないとおっしゃっていました。他に何かやってほしい企画を尋ねたと

ころ、「お豆腐やヨーグルも良いよね」と声がありました。今後も各地区で配送する担当さんが常総

生協商品の美味しさや市販品との違いをわかり易く試食をなどを交えて講習会を行っていきます。皆

さんの地域で開催の際はぜひ、エリアの配送担当がお話するこの企画に参加してみて下さい！

「参加組合員感想」
今日はたいへんありがとうございました。添加物の
無い、身体に安心していただくことが出来ると聞き
参加させていただきました。来年の 1 月～ 2 月頃か
ら利用します。宜しくお願い致します。

（坂東市　S.M さん）

沢山の試食をありがとうございました。ハム、ソー
セージは市販の物が味が濃いのがわかります。生協
の方が味も良いです（噛みしめるほど）。きらず揚げ
美味しいです。安心して食べられます。わざわざ来
ていただいてありがとうございました。

（常総市　H.H さん）

ハム、ウィンナーの食べ比べ。生協さんのハムは肉
の味が十分していますが、他の物は歯ごたえが紙の
ようでとても違いがわかりました。ウィンナーは歯
ごたえがあり、塩分控えめでとても美味しかったで
す。おからのお菓子甘すぎず歯ごたえがあり若い方
にいいと思います。お忙しい中、時間を作っていた
だきとても勉強になり、スーパーでは必ず裏面をよ
く見るようにします。

（坂東市　K.N さん）

生協さんのハム、ソーセージが歯ごたえもあり、味
がお肉感があり、美味しく試食させて頂きました。
市販のものはほとんど購入しません。お弁当などの

ものも残すように・・・。皆さんと話し合いながら
安心安全な食べ物を求めることが健康のために大切
と確認出来ました。次回は参加人数が一人でも多く
なるといいですね。多忙な中、企画していただき感
謝しています。「ネオニコチノイド」や種子法につい
てなどもお勉強する機会があるといいですね。ニュー
スでも拝読しておりますがー。

（坂東市　A.Y さん）

今日は地域の方とのふれあい会、ありがとうござい
ました。いつも岩野さんにはお世話になっています。
初めての動物食品の説明、勉強になりました。食べ
物は大事なのですね。食に視する状態をキープする
こと、個々の家庭にお届けし各々の家で調理し食す
る色々考えると難しいことです！人間は延々とやっ
てきているのですね。昆虫や動物たちとは別次元の
冬想が要るのでしょう。大量生産のすごさと怖さ、
本当は原材料を個々が調理し、食するのが賢明か
も・・・・色々考えさせられる時間でした。久し振
りのおつまみ「きらず揚げ」美味しかったです。副
産物の利用法の冬想みごとでした。岩井公民館の調
理室、窓の外は一面の秋
の紅葉まっさかり、見事
でした。楽しくゆかいな
方とで楽しかったです。

（坂東市　A.Y さん）
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