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虫に食べられてしまった白菜 （清水農園）

【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）

１０．２６ （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

１０．１３ （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

地元茨城の各産地にダイコンサルハムシ発生！
（生産者） 「今年は虫が多く、ダイコンサルハムシはじめ、ヨトウムシ、キスジなどあらゆる虫が出てきてる」

※ダイコンサルハムシが出た畑は数年アブラナ科の野菜は作らない方が良いと言われるほどたちの悪い害虫

台風 ・曇天 ・雨天続き　日照不足で

野菜の生育不良、 害虫発生

厳しい報告
生産者も組合員も共にガマンの時

野菜セットの生産者よりお詫びの連絡

「常総の組合員に完全なものをお届けできなくて申し訳ない」 と

やさと　くわはら農園のダイコン
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　　　　　　　　　野菜セット　各生産者の様子 （担当職員の取材より）担当職員が緊急

取材してきました

やさと　天池農園 （やさとの仲間）
10/7 現地取材

「いまだかつてない被害です」
・農業をはじめて一番状況が悪い。
・1990 年頃同じようなことがあったが、当時は雨が降ら
なくて困ったという状況。今年は、雨、曇天続きで困っ
たということで、よりひどい状況である。

・虫が多い。ダイコンサルハムシはじめ、ヨトウムシ、
キスジなどあらゆる害虫が出てきている。

・このダイコンサルハムシが出た圃場は数年アブラナ科
の作物を避けた方が良いというほどたちの悪い害虫で
ある。

・こういった状況を少しでも良くしたいと種を追い播き
するなどしていますが、定植しても、播種して発芽し
たとたんに食べられている様子。1,000 蒔いて 100 採
れればいい何とか我慢できると思っていても、今年は
それすら見込めない状況。

・現状収穫出荷できるものは、インゲン、生姜、ネギ、里芋、
さつまいも、バターナッツ、にんじん、ポップコーン、
とっくりいも。葉物は皆無に近い。春菊がヨトウムシ
に食べられていて糞が付いている。ヨトウの糞は臭い
ので、収穫をあきらめたとのこと。

・現状良くなってくるという時期が見えていない。ダイ
コンサルハムシがいたるところの圃場で出始めている
ため、大根やかぶなどこれから出荷予定のものへの影
響が大きい。

・9月の台風から曇天続き、風にあおられ棚が倒れたり、
果実が擦れたり収穫できるものがどんどん無くなって
いた。生育も遅れ、採れた野菜も十分に育っていなく
て重さが無いため、どんどん収穫する面積が大きくなっ
てしまいすぐに無くなってしまった。

やさと　くわはら農園 （やさとの仲間）
10/10 現地取材

「3日後にキャベツが
　　　　　　　無くなっていた」
・そろそろとれるだろうと収穫予定していたキャベツを見
　に行ったら 3日前にはあったのに、レース状に食いつく
　された無残な姿になっていた。近くの里芋の葉っぱも食
　べられていた。ヨトウムシの仕業だと思われる。
・きゅうりは台風の影響で、擦れ果が多くなり、収穫でき
　るものが無くなったため早々に片付けた。
・果菜類も同様に大風による被害で使えないものが多くなっ
　てしまった。
・これからの出荷の予定数と、毎回入れる品目を考えて 10
　月から野菜セットの品目を 4品目に変えている。 くわはらさんの大根畑の様

子です。

生き残ったキャベツです。

やさとの仲間の田中さんからも同様の状況報告を頂

いており、害虫被害、生育不良などあり出荷の品目

をそろえるのに苦労をしているとの事です。
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坂東市　清水農園 （10/10 現地取材）

「秋作以降の出荷作物が虫に食べ
られてしまい、困っています」
・10/6 清水さんより連絡がありました。害虫被害がひど
　く出荷できるものが今後無くなってしまう。どうしよ
　うとのこと。
・今すぐに出荷できないという状況にはないが、近くそう
　なるということ。
・大根がひどい状況。８月～種まきをしているがものに　
　なっていない。害虫被害が出ている。畑全部やられて
　しまったところもある。３０年農業やっていてこれだ
　け被害が続くのは２回目だが、今年はひどすぎる。
　９/２０以降にまいた作型が最後の頼みの綱。
・出ている害虫は、いろいろだが、ダイコンサルハムシ、
　ヨトウムシが多く出ていた。
・白菜も害虫被害がひどい。最初の作は良いがその後のは
　ほとんど採れないのではといった状況。
・気温が高かったことで雑草の勢いがあった。野菜は低温
　伸張性があるので、これから気温が下がれば良いが、　
　これまでの状況で雑草に負けている。周りを見ても今
　年は雑草の勢いがすごい。他の作業に追われて除草作
　業が間に合わず、野菜が埋もれてしまって生育不良に
　陥っていた。
・水菜が全然採れなさそう

やさと　宇治田農園 （10/11 ℡取材）

・天候 (雨多い、日照不足）の影響で葉物の生育が悪かっ
　た。８月初旬からずっと種をまき続けているが生育が
　悪くアブラムシの被害が出てうまく育っていなかった
　がようやく少しずつ採れそう。虫食いはあるが…。
・９月中旬頃からはヨトウムシも出てきている、大根は
　深刻な状況、シンクイムシなど全滅しそうな作型もあ
　る。
・人参早蒔きの作型について葉っぱが虫に食われてしまっ
　て下が育っていない。３回まいているが、2回目以降
　にまいた人参はよさそう。
・キャベツについて、ヨトウムシの害が出ている。良い
　所だけ拾い取りして収穫している。高温と日照不足の
　影響で、巻きが緩く、１kg未満で完熟して大きくなら
　ない。
・ブロッコリーは湿害が出ている。枯れや虫の被害もある。
　１回全滅した。２回３回目は何とかいけそうかなとい
　う感じ。
・気温が下がってきたのでこれからは良くなると思う。
・これ以上状況が回復しないと、品目数を減らさないと
　間に合わないかもしれない。

長島さん （微生物農法の会） 10/11 ℡取材

・きゅうり：猪に樹を倒されてしまった。何とか残った
　モノで出荷を続けているが多くはとれなさそうです。
　本来なら霜が降るまでは採りつづけられる予定だっ　
　た。
・レタス類：定植のタイミングが雨の影響でずれた。生
　育が遅れている。病気の発生はないが出荷予定日から
　1か月近く遅れそう。
・トマト：8月の頃天候が影響している。高温で花が付
　かず、初期生育が悪かった。その影響で、昨年なら　
　10月も収穫出来ていたトマトが今年はとれていませ
　ん。
レタスの巻がゆるい。日照不足が影響している。
キャベツはシンクイムシが出ている。
しかし、これらの事は、例年も起こっており、例年以上
にひどいという状況ではないと感じている。

生産者にとって試練とも呼べる苦しい状況です。我々消費者も多少の痛みや、虫食い、規格が小さいものであろうと、
同じ痛みを分かち合い、共に苦しみ、喜び合う関係を築いていきましょう。生産者がいかに厳しい状況でも農薬を
使わない栽培を応援するには、消費する側も覚悟をもって生産者と向き合う事が必要だと思います。決して状態の
良いものではないかもしれませんが、生産者の苦しみも味わって頂いていきましょう。　　　　　（専務理事　伊藤）
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　　　　　　　　　今週特集　落花生のますださん　お父さんの原風景商品情報

　今週商品カタログ表紙でご紹介している 「ますだの落花生」。 この切り絵、 お父さんの作品。

右上が切り絵の原画。 これに色をつけて製品の袋に印刷されています。

　「地元の生産者と契約 ・ 提携して生産を守る」 ・ ・ ・ 収穫した落花生を畑に積み上げて一次乾

燥させる 「ぼっち」 の技術は生産者の伝統の技です。 こんな風景を子どもたちに残してあげた

い ・ ・ ・ そんな増田さんご夫妻の想いが込められています。

　そしてもうひとつ残る風景が増田さん家の「天日干し」風景。 壮観ですが、常にお天道様を伺い、

雨が降ってきそうとなったら一斉にたたみ込む。 これはまた大変な作業です。 それでも天日乾燥

がおいしさを引き出す力。 機械ではできない自然の慈しみです。

　地元の旬のとともに、 この原風景もお楽しみ下さい。

生落花生はこのあと 11 月 1 回 （冬ギフト） に登場します。
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生協まつり実行委員会より近況報告

常総生協 41 周年まつり
こんなところです ! 常総生協
うちの子もあんな事やこんな事　生協祭りはキッズ DAY!

年に 1 回の生産者とお会いできる生協まつり !! どうせなら大人も子どもも楽しめるまつりにしていこう !! 子ど
も達が活躍で来たり、楽しめる事をしていこう !! というのがコンセプトです。家族やお友達をお誘いの上、皆で
遊びに来てください !(^^)!

生産者 / 業者合計 23 社と福島のかーちゃん達が頑張っている「かーちゃん
の力プロジェクト」の出店が決まりました。「かーちゃんの力プロジェクト」
は 7 月に福島の今を語る語りべ事業の一環で常総市と、常総生協で講演をし
ていただきました。その時の縁で少しでも多くの組合員に知って
いただきたいという想いから、出店を依頼し、快く OK を頂きま
した。常総市で行った講演会の様子が YouTube で UP されてい
ます。右記の QR コードからご覧ください !!

今年は新しい取り組みが多
く、生産者と交流できるイ
ベントも盛りだくさんです。
当日のタイムスケジュール
当日多少の変更があるかも
しれませんが、決まりまし
たのでお知らせ致します。
ミニパンフレットを製作し
て、当日来場した方々に配
布することも決まりました。
今後出店内容や、出店ブー
スの配置などお知らせして
いきます。

生協祭り情報

生協祭り 出店生産者＆業者一覧
浅野さん（農産物）
遠忠食品（佃煮）
黒澤さん（米）
くわはら農園（農産）
JA常総ひかり（米）
清水農園（農産）
鈴木牧場バター（ヨーグルト）
やさとの仲間（農産）
おかべや（パン）
ハイム化粧品(化粧品)
せっけんの街（石けん）
２１世紀コーヒー（コーヒー）
長島さん（野菜）
白鷹農産加工研究会
ミートパル村山・岩瀬牧場（お肉）
松永農園（レモン）
藤井養蜂場（はちみつ）
ニッコー（冷凍食品）
塩屋（魚）
高橋徳治商店
リアス（海藻）
中津ミート（ハム・ソーセージ）
内外食品（つくば茜鶏）
かーちゃんの力プロジェクト
お菓子ブース（お菓子のバラ売り）
生協商品販売ブース
生協活動紹介ブース
職員ブース（焼きそば・うどん）

【生協まつりスケジュール】
生産者代表挨拶
出展者紹介
開会宣言
開会

10：30～11：00 生産者とじゃんけん大会①
11：00～11：30 キズナ巻

12：00～12:30 鈴木牧場「さけるチーズ作り」

12：30～13：00 生産者とじゃんけん大会②

13：00～13：30 キズナ巻②

13：30～14：00 生産者とじゃんけん大会③

代表理事挨拶
閉会宣言
閉会

開会セレモニー10：00～10：20

14:00～14:15 閉会セレモニー

イベント

生協まつりお手伝いさんを急募しています。詳細は裏の 6 ページに掲載してい
ますので、ご覧ください。
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常総生活協同組合　理事会
生協まつり実行委員会

秋の生協まつり　ご協力のお願い

「こんなところです !! 常総生協」
～うちの子もあんな事やこんな事　生協

まつりはキッズ DAY ～

第 2 回目の募集になります。出店生産者も決まり、当日のイ
ベントも決まり、組合員さんで前日、当日お手伝いできる方を緊急募集しております。
今回は組合員さんが集まって実行委員会が立ち上がりました。地域の中でこれだけの活動をしている生
協を拡げていきたい。こんなに素晴らしい生産者がいることを知らせたいという想いから企画、運営し
ていきます。
楽しい祭りにしていきたいと思います。ご協力お願い致します !!
子ども店長や、子どもスタッフなど子どもたちが主役になったり、お菓子のバラ売りブースなどを設
けています。子どもも、大人も楽しめるまつりにしていきたいと思います。お子様のお手伝いも大募
集です。
どうぞ皆様ご一緒に、楽しみながらのご参加をお待ちしております。下記申込書を供給時に渡していただくか、随
時お電話や FAX でも受け付けております。　　　　　　　　　　　　　※お手伝いさんの交通費は後程お支払致します。

℡0297-48-4911/FAX0297-45-6675　生協祭り実行委員までお待ちしております。

                                                                            　   　　　　　　　　　　　
　　　

切り取り

生協まつり事前準備＆当日お手伝い募集 !!緊急募集

　　　　　　　　　　　　　 生協まつりお手伝い申し込み用紙　　　　　　　　　〆切日 10/28（金）

 組合員番号　　　　　　　　　　　お名前　　　　　　　　　　　　　　　　お電話　　
                                   
□前日準備に参加できます（出席できる日程に○印を）。
　　　　　　　・11 月 11 日（金）　午前 10 時～ 12 時の間
　　　　　　　・11 月 11 日（金）　午後１時～ 5 時の間でできる時間（　　　　　時まで）。
　（お手伝い内容）
　　　看板の製作や値札貼り、展示用パネルの製作（用紙の貼り付け）、事前仕込のお手伝いなど。　　　　　　　
□当日 11 月 12 日（土）「生協まつり」生産者出店ブースのお手伝い（販売補助）に参加します。

 　　☆お手伝いできる時間帯に○をご記入ください。
　　　　　　　① 10 時～ 12 時まで（お手伝い 15 分前までには受付までお越しください）。
　　　　　　　② 12 時～ 14 時まで（お手伝い 15 分前までには受付までお越しください）。
　　　　　　　③午前、午後どちらでも可能です（調整の上、午前、午後に振り分けさせていただきます）。
 　　※どの生産者のお手伝いになるか事前にお知らせをしていきます。                                

□子ども店長、スタッフやります !!　（※詳細は後程打ち合わせさせてください）

　　※複数参加も可能です。また、　ベビーカー、抱っこでもぜひご参加ください。
　                                           
      お子さんの名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢　　　　　　　　　　　　　　　　     
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