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第 44 回総代会の結果

【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2017　総代会特集 （1）

「地元とやさいを食べよう !!」

全議案可決承認されました。

6/11　第 44 回　通常総代会

【第 44 回通常総代会】

（日　時） 2017 年 6 月 11 日　9 ： 30 ～ 12 ： 30 （場　所） 取手ウェルネスプラザ　多目的ホール

（出　席） 有効総代出席数　100 名 （本人出席 46 名、 書面出席 54 名）

（議　長）　池場　祐美子　浦谷　利江、 藤原　弥生 （※議長は採決に加わらず）

（議事録署名人）　舘内　佳子、 大和田　宏美

【議決結果】

【第 1 号議案】 2016 年度活動報告・決算報告承認の件 　可決承認 （賛成９５　反対０）

【第 2 号議案】 2017 年度活動方針、予算案承認の件　　　可決承認 （賛成９６　反対０）

【第 3 号議案】 役員報酬承認の件　　　　　　　　　　　　 　　　可決承認（賛成９６　反対０）

【第 4 号議案】 第 23 期役員選挙管理委員任命の件　　　　拍手で承認

【第 5 号議案】 議案議決効力発生の件　　　　　　　　　　 　　拍手で承認
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来賓のあいさつ

総代会特集 （1）

日本生活協同組合連合会
中央地連　
木戸　玲子さん

茨城県生活協同組合連合会
会長理事
佐藤　洋一さん

あいコープふくしま
理事長
佐藤　孝之さん

日本有機農業研究会
副理事長
魚住　道朗さん

（株）高橋徳治商店
代表取締役
高橋　英雄さん

常総生協業者会を代表して
（株）ニッコー代表取締役
山崎　雅文さん

ワーカーズコープちば
理事長
杉本　恵子さん

関東子ども健康調査基金
共同代表
木本　さゆりさん

司会

佐藤　理絵理事、新堀理事
※新堀理事はお子さんの授乳をし
ながら司会を務めて下さいました。

総代選挙管理委員会より

「総代の役割」 の説明

牧野委員、板子委員長
議長

池場さん、浦谷さん、藤原さん

【第 1 号議案】 提案 （理事）

資格審査報告

大橋職員

開会宣言

野口理事

理事長あいさつ

栁町理事長

矢島理事 樋口理事 佐藤登志子理事 増本理事 小島監事長

監査報告 （監事）
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伊藤専務理事栁町理事長 木内常務理事

【第 2 ～ 5 号議案】 提案 （理事）

戸井田副理事長

採決

閉会宣言

西村理事

岩瀬牧場＆常総生協 2 年間の軌跡と今後のビジョン報告会

わんぱく　じょうそう合同会社（養豚部門）代表社員として総代さんへ
今後の抱負を語った岩瀬　卓子さん。

鈴木牧場　鈴木　昇さんから

　　　　　新提案の発表がありました。

サプライズ
報告

常総生協の組合員にとっても、

鈴木さんにとっても念願だった

【牛乳】の商品化に向けて動き出

すことを発表されました。「来年

の総代会にはお披露目できる様

にしたい」鈴木さんの心意気に

今度は生協が答えていく番です。

まずは総代会の報告を兼ねた地

区懇談会で試飲をしながら、「牛乳プロジェクト」 を立ち上げ、この

一年間集中して牛乳作りを盛り上げていきたいと思います。組合

員の皆さんも是非、ご一緒下さい。

締めの掛け声

「みんなの気持ちを
1つにして、がんば
ろ～。がんばろう～。
がんばろう～。」

職員の滝本さん

自身の出向報告と今後のビジョンを
語った、職員の伊原さん

組合員、生産者、職員みんなでがんばろ～ !!
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仲間づくりコラム　（常勤理事矢島）

【初夏の新規加入者＆紹介者特典パート 3】

はじめてＢＯＯＫと共に、加入者＆紹介者が2週限定で注文できるお得なセット「今だけセッ
ト」が 7月よりリニューアルされます。
期間限定（8月末まで）「野菜を加えて簡単メニューセット」。通常価格よりもな・ん・と・

約35％ OFF♪
通常価格 1.242 円（税込）が特別価格800 円（税込）になります。
商品アイテムは 3点。
①徳用北京餃子
②大きな豆腐肉団子
③おとうふ揚げ
そのままでも美味しい 1品ですが、さらに野菜を加えてグレードアップ！
「大きな豆腐肉団子」なら①ピーマン②玉ねぎ③人参を加えて「酢豚風」
「おとうふ揚げ」であれば①あんかけのタレを作って②ねぎ③大根おろしを加えて「あんかけ豆腐」などなどお料理
のバリエーションも広がり、簡単にできる時短メニューになります。
この機会にぜひ、お友達に紹介してください！

総代会を終えて （栁町理事長）

　第 44 回通常総代会は、新生協本部を飛び出して取手ウェルネスプラザにて開催されました。

お陰さまで各議案とも提案通り満場一致で可決、承認され無事終了することができました。総

代の皆さん、職員さん、ご臨席の皆様ありがとうございました。昨年は原発事故以来途絶えて

いた生産者さんの畑での交流会を再開することができました。2017 年は野菜を単品で注文する

だけではなく、生産者の畑は常総生協（わたし）の畑と思ってもらえるよう、今までの産地交

流から一歩進んで組合員、職員、生産者がご縁を結んでいきましょう。7月からさっそく「ちょ

こっとお手伝い！野菜セット生産者の畑に行ってみよう！」があります。まだ参加者を募集し

ていますので是非ご参加下さい。総代会前日には組合員とお友達総勢 30 数名で田植えをし、大

人も童心にかえり子供と一緒になって楽しい時間を共有しました。不思議なもので土に触れる

と普段の嫌な事も忘れて夢中になれます。ぜひ皆さんも自然の中に飛び出しましょう。

　また昨年の生協まつりは組合員から実行委員を募り、企画から運営まで担っていただきまし

た。参加した生産者や業者のパネルづくりや駄菓子屋、じゃんけん大会などの新企画が目白押

しで、参加者や生産者さんからも大好評でした。今年は昨年の反省をもとに早めに実行委員を

募集しますので、総代さんはもちろん組合員さんもご一緒に生協まつりを盛り上げていきましょ

う。是非のご参加をお待ちしております。

　2017 年度は理事会チーム活動から総代さんもご一緒に運営に協力していただける活動にして

いきます。その際地区の理事から総代さんに連絡がいきますので、協力し合いながらより良い

運営に努めていける様にご協力お願い致します。　なお生協本部にて「脱原発と暮らし見直し

委員会」をはじめ、「私たちのくらしと憲法」( 第 1 火曜）「歴史を学ぼう」( 第 4 土曜）、朝市

＆フリーマーケット、ゆるカフェを開催しています。どなたでも参加できますので、お友達を

さそっての参加をお待ちしています。

　

　昨年、今年の総代会では質問、意見が出ませんでした。以前に比べて組合員さんの意見や要

望が減ってきています。みんなが意見を出し合って運営していくのが協同組合です。ぜひ厳し

い意見も含めてたくさんのご意見を下さい。一つ一つのご意見が、組合の活性化につながります。

できる人が、できるときに、無理のない範囲での参加で構いません。「ものづくり、地域づくり、

人づくり」に是非ご一緒下さい。
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●気温が上がりすぎ。
　6 月直前というのに 30℃ ! 気温が上がりすぎていま
す。畑や田んぼ、海や川なども環境が変化していて生
産者の方々は大変だと思います。ありがたいです。

（牛久市　K さん）

●夏おでん !!
　先日は息子の運動会でした。配達日が運動会の前日
だったので大変助かりました！！いつもだったらスー
パーでカゴいっぱいに買い出しをするので…今月もよ
ろしくお願いします。

（つくば市　M さん）

●定期注文要望商品
　豆汁グルト、先日初めて注文したのですがとてもよ
かったです。定期的に取り扱って頂けると助かります。

（つくば市　N さん）

●柔軟な対応に感激
　トイレットペーパーわざわざ届けて下さりありがと
ううございます。供給はコースで決まっていて大変な
ところかえって手間をとらせてしまいとてももうしわ
けありませんでした。
　これが、以前入っていた某コープでしたら欠品とし
て処理されてしまい親切に届けるなど絶対にありませ
んでした。トレぺなど生活必需品をちゃんと届ける生
協さんの姿勢と、仕事を終える時間が遅くなっても組
合員が困らないよう、自己犠牲の職員さんの姿勢で常
総生協さんができていること、改めて感じました。
どうもありがとうございます。

（取手市　S さん）

●中元企画再開を待っています !!
　岩瀬さんの豚肉のお中元企画なく残念です。再開を
楽しみにしています。

（取手市　T さん）
　ご意見ありがとうございます。
　現在安定出荷にしていく為に、牧場とも協議しなが
らすすめています。冬のギフトには商品をラインナッ
プできると思います。宜しくお願い致します。

（商品部　伊原）

●山米さんへ
　福袋とても楽しみにしておりました。私は鳥取県出

組合員、 生産者、 職員の広場

身なので日本海の魚が大好き。中でもハタハタには目
がなく学生時代には自分用にハタハタを買って来たり
もしました。食べ方は至ってシンプルに焼き物に！！
ワイルドに頭ごと食べたりもします。
　次回も楽しみにしておりますので、宜しく御願い致
します。

（つくば市　T さん）

●ぬか漬けに魅了されました♪
　ぬか漬けにすっかり魅了されてしまいました！小こ
い頃、父親が毎日ぬか漬けを仕込んでいたので、いつ
か自分も漬けてみたいと思っていました。
　初めて漬けたきゅうりは味が濃縮されて最高に美味
しかったです。毎日、ご飯の時間が楽しみになりました。

（つくば市　M さん）

●ネット注文で完結できないの？
　いつもネット注文で完結しています。今回ギフトの
宅配用紙を記入して提出したのですが、注文自体はど
うしたらいいのですか？
　ネットのギフト注文画面に進むと、お届け先などを
全て記入しないとエラーになってしまうのですが、こ
ちらにも改めて記入して注文しないといけないので
しょうか？

（龍ケ崎市　K さん）
 
　ご案内が分かりづらくて申し訳ありませんでした。 
ネット注文の場合は、宅配用紙を使用せずに、全てネッ
ト注文宅配画面にご記入いただく事で注文が完結でき
ます。 紙ベースの宅配用紙をご利用になる際には、Ｏ
ＣＲ注文用紙にも注文番号を記入し、一緒に提出いた
だきたかったのですが、こちらのご案内不足でしたの
で、宅配用紙を確認し、今回はこちらで注文を追加い
たします。
　今後、わかりやすく、組合員が利用しやすい仕組み
への改善に努めていきます。今後とも、宜しくお願い
致します。

（商品部　一同）

●初めて購入しました♪
はじめて「ねばうま」を注文しました。とっても、お
いしかったです。

（取手市　S さん）
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