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【２０１７年５～６月の予定】
●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し● ●提携 ・ 協同 ・ 連帯企画●

５．２７ （土） 都留さんの歴史講座、 稲葉先生の料理講習会
５．２７ （土）　めぐみちゃん実験田田植え
５．３１ （水）　第 14 回理事会　総代会運営確認
６．３ （土）　じょうそう朝市 （本部）
６．６ （火）　山本先生憲法講座
６．１１ （日）　第 44 回通常総代会

５．２８ （日）　関東子ども基金甲状腺検診 （日立市）
５．２７ （土）　小川仙月さん原発講演会
５．２８－２９ （日 ・ 月） 福島有機農業猫の手応援隊
６．１０ （土）　新しい風さとやま 牛久自給田田植え
６．１０- １１ （土日） 子ども基金甲状腺検診 （那須塩原）
６．１７ （土）　松戸 ・ 香辛販屋イベント

　第４４回常総生協総代会は取手駅から５分の取手ウェルネスプラザ

6/11 総代会会場では
ぶ～ぶ～報告会 ・沖縄写真展

同時開催
（6/11 総代会終了後１５分位で）

牧場出向 4 代目 伊原職員から
ぶ～ぶ～日記

岩瀬牧場報告
（6/11 総代会会場壁面にて）

沖縄に基地はいらない
沖縄に学ぶ茨城の会　巡回写真展

「やんばるの森・辺野古の海」
6/11 常総生協総代会会場からスタート！
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６/ １１ （日） 総代会会場では岩瀬牧場ブーブー報告会 ・ 沖縄写真展　同時開催！

●生産者と生協が協同運営する牧場事業

　今年度から岩瀬牧場が、常総生協の子会社であるわんぱく・じょ

うそう合同会社として協同養豚事業が動き出しました。 共に育て、

分かち合う関係の本当のスタートの年です。

　2015 年 2 月 16 日から生協職員を出向させ、生産現場の大変さ、

厳しさ、 楽しさ学んできました。

　そこで、 急遽ではありますが、 総代会終了後に 15 分程、 お

時間を頂き この 2 年間で 4 人の職員が学んできた事、 生産者と

共に感じてきたことを発表させていただきたいと思います。 当日

は、 わんぱく・じょうそう合同会社代表社員 岩瀬卓子さんもいらっ

しゃって、 お話を頂く予定になっております。

　是非、 総代会へいらしてください。

（専務理事　伊藤）



3

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　６－１

商品 Navi　あと１ヶ月先の （６月３回）　お届け予定の長島さんのらっきょう

長島さんの無農薬らっきょう

　みなさん、 こんにちは！

　　　　　　　商品部農産担当の小宮山です。

　今年は 「微生物農法の会」 長島さんより、 無

農薬 ・ 無化学肥料栽培の 「らっきょう」 を企画

しております！　

　農薬や化学肥料を用いず、 微生物の力を借り

ながら、 力強い土作りを行っている長島さん。

　その魅力的な農法に惚れ込み、 常総生協との

お付合いも長く、 いまや 20 種類以上の野菜の

扱っております。

　微生物農法の会の野菜は数多く扱っておりま

すが、 らっきょうは初めての試みで、 私たちも生

育状況が気になっておりました。 5 月上旬、 行

方市にある長島さんの畑を見てきました。

…なかなか写真ではお伝えしきれませんが、 雑

草に負けずにしっかりと育っております！(写真)

　今のところ大きな病気や虫の被害もなく、 生育

状況は順調で安心しました。

　こちらは 5 月 3 回にお届けしているエシャレッ

トです。 今年は育ちが良いです！

　長島さんのご自宅で採れたてのエシャレットと

自家製のお味噌でいただきました。 エシャレッ

トの 「シャッキ」 とした食感、 ほのかな苦みとお

味噌の組合せは抜群！パクパクッ パクパク！も

う手が止まりません！！

ああ、 長島さんのらっきょうも待ち遠しい…。

　らっきょうは糖尿病、 生活習慣病予防にもな

るとされており、 これからの時期 " 夏バテ予防 "

にも効果的！みなさま、 6 月 3 回のカタログに

掲載予定ですのでこうご期待ください！

（商品部 農産担当 小宮山）

雑草に負けずに？ （雑草といっしょに？）

育っています！

６月３週、 組合

員に届くまであと

１ヶ月！
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4/28 視察時の梅の様子

　今年も青梅のシーズンが到来しました。
梅酒、梅シロップに梅サワー、甘露煮など
いろいろなものを作ることができます。
　どれも青梅と砂糖や醤油、みそなどを容
器に入れて置いておくだけ。あとは時間が
おいしく育ててくれる手軽さも魅力です。
　今回の青梅をスタートに、漬梅（熟した
梅）、らっきょう、赤しそ…と手作り保存食
の素材が続々と登場してきます。

今週の商品 Navi （６月１回）　

地域にチラシ配布協力組合員募集！　仲間づくりコラム （常勤理事　矢島）

夏を元気に過ごそう！

梅しごと

「わが家の手作り 梅保存食！」 （保存版） 好評

　先週のカタログといっしょに配布させて頂いた「梅保存食レ
シピ」好評です！
　その時季だけの旬の素材を保存食にして年間通して活用し、
家族で楽しみながら健康に過ごしたいものですね。
　今年もおいしく出来ますように！！

　常総生協をアピール！ということで、先週は供給
部より「チラシボックス設置」の協力のお願いがあ
りましたが、ご覧いただけましたでしょうか。
　供給の方で声掛けしてもらっていて現場では組合
員さんからのうれしい声が寄せられました。「設置も
いいけど配布した方がいいわ！」「近所でよければ配
るよ」「新築の多いあの地域に配布してこようか！」
など、本当にありがとうございます。
　そこで、地域にチラシ配布協力組合員を再度募集
させていただきます。ご協力いただける方は下記用
紙をきりとり供給担当へお渡しください。
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総代会の事前準備＆

当日お手伝いさん大募集 !!

6/11（日）取手ウェルネスプラザにて

常総生協第 44 回通常総代会を開催します。

当日保育のお手伝いさん、事前準備のお手伝いさんを募集して

います。ご協力宜しくお願いします。

■事前準備

6/9（金）10：00-16：00生協本部にて事前準備（名
札、祝電、メッセージの貼り付け等の作業）

■総会当日保育お手伝い

6/11（日）9：00-16：00 取手ウェルネスプラ
ザにて保育のお手伝い

キリトリ

総代会事前準備＆当日保育お手伝いに協力します。

〆切 6/2（金）まで

□ 6/9（金）事前準備を手伝います。
　　お手伝いできる時間を教えて下さい。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　～　　　　　　時まで

□ 6/11（日）当日保育を手伝います。
　　お手伝いできる時間を教えて下さい。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　～　　　　　　時まで

2016 年の総代会の様子です。
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●わが家の休日のお助け商品

我が家の休日のお助け [中華丼の具」と焼きそば (ソー
スなし）と組み合わせて
「五目焼きそば」を夫が作ってくれました。めんを炒め
て中華丼の具をかけるだけ。
フライパンもほとんど汚さずかたずけも楽！
麺を炒める時に少し焦がすとパリパリした食感が楽し
めておすすめです。
我が家の定番になりそうです。３才の息子もおかわり
リクエストしていました。

（つくば市A.Hさん）

ご意見ありがとうございました。「中華丼の具」は 6月
1回 NO304、「内麦焼きそば（ソースなし）」は 6月 1
回 NO.245 に掲載されています。他にもアイディアメ
ニューありましたらまた教えて下さい。

（供給担当　佐藤）

●注文書の書き方について

今回 6ケタの注文が多く書くところがなくなってしま
いました。またこのようなことがあった場合は今回の
ように書いてもよろしいのでしょうか？

（つくば市　K.Oさん）

組合員と生産者と職員の広場

みんなのせっけんコラム （理事会せっけん普及チーム）

ご意見ありがとうございます。
6ケタ番号の注文欄に書ききれなかった場合は、意見
欄へご記入下さい。意見欄に書かれているものは集計

担当が必ずチェックしていま
すので、大丈夫です。
今後ともご利用、宜しくお願
い致します。

（供給担当　大橋）

●このトマトが食べたくて

このトマトが食べたくて、また戻ってきました。本当
に美味しいです。

（松戸市　J.Mさん）

再開ありがとうございます。
この時期の「柏田中の完熟ト
マト」は組合員に大好評です。
特に食采酢（NO.522）に絡め

てサラダにするのがおすすめです。シーズンものです
ので、この時期をご堪能下さい。

（供給担当　滝本）
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