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【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2018 年度活動テーマ　～素材を活かしてわが家の味～

特別増資 500250　生協子ども基金 500252 にて毎週受け付けています、 ご協力の程宜しくお願い致します。

2018 年 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●

• 11 月ゴンタの丘 「常総っこ応援団」 は毎週木曜日活動し

ています。 試食会は 11 月 29 日に行います。

• 11/16 （金） 歴史を学ぼう - 未来のために。 松永さん産

地見学会

• 11/17 （土） ラード作り講習会

• 11/23-24 （金、 土） 戸頭店セール （生産者ミートパル

村山さん、 リアスさんがきてくれます）

• 11/24 （土） 高柳さんのれんこん産地交流会

• 11/28 （水） 定例理事会

• 11/17 （土） ミニマルシェ＠サンフル

• 11/21 （水） 茨城県連理事会

• 11/25 （日） あいコープふくしままつり

• 12/1 （土） GMO 全国フリーゾーン全国集会プレイベント

＠成田

11/3（土）に開催した 2018 年度常総生協まつりの総来場者数は 536 名と大盛況で終えました。今
年度の生協まつり実行委員会では、「来場者数を伸ばすより、組合員―生産者―職員が交流すること
を大切にしよう！」を目標に取り組んできました。クイズラリー、生産者トークセッション、きずな巻、
さけるチーズ作り体験など、生産者と交流できる企画が多数あり、組合員の来場者割合（64.7%）が
昨年度より大幅に伸びました（＋ 22.9%）。また、開催時間を 1時間長くしたことも、ゆっくり、じっ
くり、三者が交流できた生協まつりになりました。

2018 年度生協まつり開催報告 part1

組合員 - 生産者 - 職員みんなで作り、 運営 !!

2018 年度常総生協まつりは生産者と組

合員が楽しい、 美味しい、 嬉しいおまつ

りになりました !(^^)!
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生協まつり当日の様子　シリーズ①　

当日の朝、 協力組合員、 職員、 生産者で朝礼 開会式　司会を務めた中安理事 （右） と職員　小宮山 （左）

開会のあいさつ　生産者を代表して藤井養蜂の　三浦さん

開会宣言　生協まつり実行委委員会担当理事　谷田川理事

風船のアーチ状の門は前日組合員さんが作ってくれました

綿くりブースは親子で楽しんでいただけました !(^^)!

子ども達に大人気お菓子ブース

黒澤さんの企画 「キズナ巻き」 も毎年大好評です !

毎年好評。 豚モモの丸焼き

生産者と組合員が行うトークセッションの様子 （鈴木牧場　

鈴木さん （左）、 中山理事 （右）

今週は第 1 報というところで、 次回以降引き続き生協まつ

りの報告をしていきます。
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●寺田本家さんの玄米酒粕うれしいです。

いつもお味噌汁に入れています。
味わいが深く、身体にも良いお味
噌汁が手軽に作れて重宝していま
す。べジ粉チーズ作りにも♪

（松戸市　A.K さん）

ご意見ありがとうございます。次回は 12 月 1
回（注文番号 254）で企画予定です。ぜひご利
用ください。

（日配担当　小宮山）

●わけありたねなし柿

とても美味しく食べてます。
果物としては経済的ですし。

（つくば市　Kさん）

ご意見ありがとうございます。11 月 4 回にわ
けあり富有柿（注文番号 31）がシーズン最終
となっておりますので、ぜひご利用ください。

（農産担当　小宮山）

●無茶々園乾燥ひじきがとてもおいしくてびっくり

しました！

他にはない食感ですね。レシピ
セット？のレバニラもおいしく
て、4歳の娘もよく食べてくれました。またお
取り扱いしてください。

（つくば市　K.A さん）

●鮮魚セット （下処理済） すばらしいです！

仕事で遅くなって帰りなが
ら『そーいえば鮮魚が届く
日だった・・・めんどくさ
いな、どーしよう』と思っ

てたのですが、頭や内臓がきれいに下処理され
ているので、ささっと焼いたり煮たり保存し
たりと簡単にこなすことができ、最終的に子供
の寝かしつけの時間も目標を過ぎることなく終
了！なにより新鮮でおいしくてびっくり！あ
と、調理中も生臭くなかったのは新鮮だから？
はじめて聞く名前の魚が入っていたのですが、
なんとなくで適当に調理してもおいしいのがう

れしいし、普段単品なら購入しない穴子の開い
たやつなんて、ジューシーかつ弾力ある歯ごた
え。ぷりっぷりでした。その後食卓に出した回
数などから考えると最終的にコスパも非常に良
いことが分かりましたので今後リピ決定です。
普段クチコミなどは書きませんがこれは伝えた
いと思いました。この勢いで翌日会社でも鼻息
荒く宣伝しておきました。

（つくばみらい市　I.K さん）

ご意見ありがとうございます！宮城の「丸友し
まか」さんにて、水揚げされた新鮮な魚をその
日に下処理して発送しているので、鮮度抜群で
す。必ずその魚が入るというお約束はできませ
んが、ぜひ旬の魚の味をお楽しみください (※
11 月 1回よりその月の想定魚種をカタログに
掲載しています )。

（水産担当　横関）

●連帯活動の記事について

「フードバンクちば」との連携活動、心暖まる
内容でじっくり読みました。千栄子さんガン
バッテ～

（土浦市　S.S さん）

12 月 3 回クリスマス週は 「安心 ・ 美味しさと

わくわく感を、 お届けます」 常総サンタ便 !!

12 月 3回供給は供給職員がサンタの格好でお届けしま
す。クリスマス早割は今回（11月 4回）が締切になります。

ぜひ、早割で得をして、供給職員によるサンタ便を楽
しみにしていただければと思います !(^^)!

組合員 ・生産者 ・職員の広場
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チュルノブイリ法日本版の会学習会のお知らせ

　チェルノブイリ原発事故後

の旧ソ連では、市民を守るた

めにチェルノブイリ法が制定

されました。予防原則に則っ

て生存権を保障した放射能災

害に関する人権法です。

　ところが今の日本では、こ

のような法の救済が無く、憲

法が保障する「生命、自由

及び幸福追求に対する国民

の権利」も子どもの「安全

な環境で教育を受ける権利」

も守られていません。汚染

地域から避難させないため

に安全基準を２０倍以上に引き上げ ､人々や子ども達を閉じ込めています。

　初期被ばくの計測もせず、安定ヨウ素剤も飲ませませんでした。子どもの甲状腺がんをはじめとし

て、各種のがんや白血病、心疾患や脳血管障害などあらゆる病気の多発が確認されていながら、放射

能による被ばく影響は否定され、無いものとされているのです。放射性物質は福島県境で止まらず、

濃淡はあれ関東一帯に広がり、今も海を汚し、空気を汚し、地球全体を汚染しているのです。

　

　「チェルノブイリ法日本版を制定しなければ、日本の未来は暗い ｣ と言わざるをえません。自治体

条例の形で市民立法を求める活動が始まっています。

東海第二原発、 「40 年超」 を認可。 抗議文を日本原電に提出してきました。

　11/7（水）規制委員会が出した東海第２原発の運転延長許

可に対し、規制委員会及び日本原電に抗議文 ( 主催団体 : 原

発いらない茨城アクション、ほか 64 団体連名 ) を提出しまし

た。常総生協では上記の行動に理事会、脱原発とくらし見直

し委員会へ緊急の連絡を入れて賛同する意思の合意を得て、

生協を代表して専務理事の伊藤が同行してきました。

　日本原電宛ての抗議文は、文章を読み上げ茨城総合事務所

にて大森所長に直接手渡しました。抗議文の手渡しには、市民、

県民 35 名が集まりました。「再稼働いらない」「きちんと説明

を」の声には「説明するとは約束していない」と早々に事務

所に引き取ってしまい、話し合いをしようとする気が全くみ

られないという残念、無念な気持ちでいっぱいでした。

抗議文を受け取る前の大森所長 （左）

35 名の市民、 県民が集まりました。 （一番

後方にいるのが伊藤専務理事）

≪今後は新協定の 6 市村がカギとなる !? ≫
再稼働には茨城県と 30 キロ圏の六市村から同意を得なければなら

ず、 那珂市の海野徹市長は 「実効性ある避難計画ができない」 と

再稼働反対を表明しています。
※東京新聞より引用


