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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～

年に 1 回組合員と生産者の交流出来る、 共に収穫

の喜びを分かち合う機会♪

第 1 回生協まつり実行委員会開催

【2017 年 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●

【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。

• 10 月は第 3金曜日にゆるカフェ開催。
• 毎月第 1土曜日にじょうそう朝市を開催しています。

10/2 （月） 脱原発とくらしみなおし委員会
10/3 （火） 「私たちの暮らしと憲法」 市民講座
10/14 （土） 稲葉先生料理講習会
10/25 （水） 理事会
10/28 （土） 「歴史を学ぼう」 市民講座

9/30 （土） 吉原毅さんの講演会 （土浦市）
10/6-8 （金 - 日） ネットワーク 21 生協専務交流会
10/14 （土） 関東子ども健康調査基金年次報告会
10/21-22 （土－日） 水戸検診
10/26 （木） 東海第差止訴訟第 19 回口頭弁論

【開催日時：2017年 9月 13日（水）10：00～ 12：00　場所：常総生活協同組合　2F組合員活動室】
　昨年から始まった生協まつり実行委員会。組合員が企画、運営に参画して運営している人も楽しく、面白
い生協まつりにしていこうと思います。組合員さん 5名、理事、監事さん 3名、職員 4名、合計 12名で行
いました。
　今回の委員会では今年の活動テーマ「地元のやさいを食べよう」に関連した運営にしていこうと話合われ
ました。キーワードは「子ども・やさい・体験」です。子どもたち（大人も）も学べる（目で見て、カラダ
で感じ取る）、楽しめる（クイズラリー）、そして、自ら体験できる価値ある 1日にしていこうという話にな
りました。ここから企画をしていき、生産者にも協力してもらいながら具体的なものにしていきます。実行
委員会の運営も参加型スタイルに決まりました。できる人が、できるときに、できる範囲での参加をその都
度組合員さんへ呼びかけていきますので、是非ご参加ください。たくさんの人が関わってより楽しいおまつ
りにしていきましょう !! 次回開催は 9 月 25 日の週に開催予定です。 現在調整中です。決まり次第、チラシ、
HPにてお知らせしていきます。

今年の生協まつりは 11 月 25 日 （土） 生協本

部にて開催 !! 是非、 遊びに来てください !(^^)!
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生協オンライン （ネット） 注文のお得情報商品情報

知っていますか？ネット注文だけのネット限定商品がある事を。

〇ネット限定だから企画できる。

カタログ本誌では数量や、企画するタイミングによって難しい。
でもネット注文なら、対応できる。しかも、お得 !! そんな商品が
目白押しです。
又、通常のカタログ本誌で企画されていないものラインナップさ
れることがあります。常総生協の隠れアイテムが見つかるかもし
れません。

〇ネットを注文でなくても大丈夫です。

ネット注文登録だけして、情報をネットで見て、注文はOCR用
紙に記入して注文でも大丈夫です。※ネット限定の商品で限定
数がある商品だけは数に限りがあるので、早い者勝ちになりま
す。

■ 「ネット注文で」 こんなことができます！

（その 1）
カタログに掲載されている商品は何でも注文できます（常総生協の定番商品、6ケタ注文番号の特
別企画品のすべて）。

（その 2）
締め切り時間までなら、何度でも注文変更できます。

（その 3）
過去の注文一覧を見ることができます。

（その 4）
「お気に入り」登録した商品は、その商品が企画されている時にお知らせします。

（その 5）
金額を積算していきますので、今いくら買ったのか、ひと目でわかります。また、注文確定後は、
ご確認メールを配信します。その他、「数量限定品」や「わけあり品」の限定配信も予定しています。

（その 6）
その日に届く商品の欠品か遅配なのか、商品情報もネット注文にログインしていただくと確認で
きます。鮮度の良い情報が直ぐに確認出来ます。

（その 7）
メールマガジンが配信されます。毎週その週にお知らせしているイベントや、商品の情報等が配
信されます。
月 -水コースは月曜日配信、木 -金コースは水曜日に配信しています。

★お申し込みは、常総生協のホームページの「インターネット注文申し込み」ボタン
をクリック。

http://www.coop-joso.jp/
★お問い合わせは、上記ホームページの「申し込み」ページの「通信欄」でもできますが、
電話でも承ります。登録がうまく行かない場合もお電話ください。

電話　0297-48-4911（月 -金 9：00～ 18：00（土は 17：00まで））
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　　　　　　　　　　　　　　小さな上映会便り　2017-（4）
                                                 脱原発と暮らし見直し委員会

DVD代のカンパ　ご報告とお礼

　組合員の皆さまの間にすっかり定着したDVDの「小さな上映会」。多くの貸し出しが集中したり、破損する物もある

ことから、皆さまにカンパをお願いしていますが、昨年11月から延べ13人、合計9,900円のカンパをいただき、新しい

DVDを購入することができました。児玉順一先生からも、ご寄付をいただいています。皆さま、ご協力ありがとうござい

ました。 　新規購入DVD　　『フードインク』、　『あまくない砂糖の話』

秋の夜長特集　その１ 　　　　　DVD貸し出し状況

テレビの代わりに、子どもたちと一緒に本を読んだり、DVDを鑑賞するのはいかがですか？

タイトル 人数 観た場所 　　　　　　　　　　　組合員さんからの感想文

形は農産物だが、実体は工業生産物、資本の商品であり、その生産目的は利潤追求

以外の何ものでもない。その実体を捉えた作品。一人でも多くの人々に見てほしい。

小さなコミュニティから変化が始まり、大きく変化していきますね。私も身近な友人に

農薬や添加物、砂糖の害についてもっと話していこうと思いました。

3 土の讃歌 2 自宅 これから農業していく上で参考になりました。

4 自然と共存する農のカタチ 2 自宅 １つ１つの虫を観察すると共存の道が見つかってくるんだなあと思いました。

切なかった。原発問題に反対派も賛成派も心をずたずたにされる。人の心は一緒だ

からというおばちゃんの言葉。それがこの問題の本質なのでしょうか。

脳裏にはあの日暗闇の中に突然テレビの画像が飛び込んで来た衝撃が、今も残って

　Tohoku　Stories いる。「何これ？」「どこ？」「一体何が起きたの？」という訳の分からない衝撃、大惨事。

　　　(Then & Now) 忘れてはいけないと思う。そして、あの福島も！絶対に。私達の身近で起きたことだと

いうこと。

7
　　東京原発

東京には原発が必要だ‼
2 自宅 正に今を見ているようだった。(親戚の方の感想。もう一度お借りしたいです）

1945年3月26日米軍、沖縄慶良間諸島に上陸。その3日前に軍の命令で編成された

沖縄県立師範学校県立第一高等女学校の16才から20才の乙女たち約200名による

特志看護婦の「姫百合部隊」の壮絶な死に至る運命を描いて、沖縄戦の真実を今、

我々に訴えている。「戦争させない。九条壊すな！」

秋の夜長特集　その２　　　　　　　　お薦めの本

　　　過去と現在をじっくり見つめることで、新たな生きる力が湧いてくることでしょう。

タイトル 　　著者名など 　　　　　　　　　　　   　　その他の情報　  お薦めの言葉

瀧井　宏臣　著 組合員から寄付された大空襲の真実を伝える書籍。軍に所属する人々は戦後も補償

されたが、戦災で亡くなった場合は全く補償されず悲惨だった。（貸し出し　可）

マイケル・　 スーパーの中には大量のトウモロコシ！？

　　ポーラン 著 だから知っておきたい食のからくり　

小梨　直 　　訳 普段何気なく口にしている食べ物をもう一度

ハンバーガーから森の中ま

で ー 食をえらぶ力
考えてみませんか

2015/5/30初版 　河出書房新社　　　1900円＋税　　全３１５ページ　　　　

長年志賀原発の反対運動に取り組み、意見陳述人としても発言している加賀友禅染

作家の志田さんが、福島第一原発事故の衝撃からあどけない子ども達を守りたいとの

2011/9/15初版　　　　　　　　　　一心で母親として絞り出した声を作品の友禅染と合わせて絵本(絵詞）にしたもの。

福島の母親達との交流・連帯から生まれ、すべての命を慈しむ

希望と未来を謳いあげている。今、子を持つ多くの親たち・多くの

女性の共感を呼んで、全国に感動が広がっている。

　３，４　とも１０００円　（生協にある分はご推薦くださった児玉先生のご厚意で税なしで

　お分けできます。ご希望の方は、代金を添えて、注文書の空欄でお申し込みください）

1
２015/2/16 初版

2 自宅

6

8

志田　弘子
絵　と　詞

めぐる・いのち
明日を願う子ども達より

1

2 自宅

東京大空襲を忘れない

自宅2

きっと、きっと
ーつぶらな瞳たちへー

自宅

自宅

2

ひめゆりの塔

フードインク1

未来の食卓2

　祝の島
1000年先に命は続く

5

4
２016/6/20

初版

これ、食べていいの？

2

3
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第 67 回　脱原発と暮らし見直し委員会　報告

2017 年 9月 4日 ( 月 )　常総生協本部組合員室　13時半～ 17時　組合員 14人参加。

★チーム活動報告
〇市町村のセシウム測定データ収集
これまで、茨城県 8件、千葉県 5件、合わせて 13 件のデータ収集を行ってきました。収集し
たエクセルファイルを生協のHPで公開することになりました。公開ページを作成中です。

○DVD貸出
DVDの感想が集まったので委員会報告と共に掲載します。皆様からのカンパと児玉先生から寄
付をいただきましたので購入希望DVDがありましたらお寄せください。

○土壌調査
10月初めに土浦で委員による土壌採取を行います。これから、組合員の皆様にも協力いただい
て各地で土壌採取を行う予定です。

★協同組合の成り立ちや意義と将来、東海第二原発差止の仮処分裁判などの話題で意見交換しました。

★次回は、10/2( 月 )13 時半～ 16時（生協本部）の予定です。
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。

9/9 （土） 生協本部にてじょうそうきっちん car お披露目会をやりました～ !!

今秋より、本格的に始動のキッチン car です。
今回は、実際に稼働する際に販売予定の、常総オリジナル寒仕込み醤油
とかつお節、わかめを使用したぶっかけうどんを無料で食べていただきました。
他にも、アイスキャンデーやかき氷の販売、食菜酢だけで調理した茜鳥（ムネ）
の試食、はちみつの食べ比べ、りんごや梨の販売も行い、実際に稼働する際の
良い点や改善点が見えてきました。
今週より、各地区でのイベントや組合員さん宅の駐車場をお借りしての稼働で
お目にかかる機会が増えてくると思います。ご近所で見かけた際やまめいちなど、ぜひ足をお運びく
ださい。皆さまにお会いできること楽しみにしております♪
今回のお披露目会では間に合いませんでしたが、今週から参加するイベント等では、新しく取引が始

まる、茨城ベーグルさんの美味しいベーグル各種も先行販売予定です。

★ご自宅開催の場合、 その他要望等にお応えします。

★今後のところでは、 生産者もキッチン car に乗っていただく予定です。
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吉田さん、体調不良ということで心配です。え
のき時々（前は毎回）買っていておいしかった
ので、残念ですが良くなってください。待って
います！！

（我孫子市　Fさん）

吉田きのこ園　吉田様お目にかかった事はあり
ませんが、2週に 1度吉田さんのえのきをいた
だいていました。子どもたちも、きのこが苦手
な夫もたくさん食べるので、私は他のえのきを
買った事がありません。長い間お世話になりま
した。ご病気とのこと、はやいご回復をお祈り
しております。ありがとうございました。

（柏市　Iさん）

体調不良で出荷終了のお知らせに驚いていま
す。吉田さんのエノキに出会ってエノキのイ
メージが変わりました。それまで買っていたエ
ノキは根元が変色していたり白くそばだってい
物が多かったです。良く食べるようになりまし
た。これから冬瓜のスープの季節です。エノキ
は必ず入れていました。残念です。お会いした
ことはありませんが今回生産者として共通点が
あることを知りました。生協と 20年間の関係、
後継者がいない事も。今までも休みなく無理を
続けていらしたことと思います。生きものを育
てている者は頭から仕事が離れることはありま
せん。仕事を辞めたらやっと休むことができる
と思います。私共もいつか辞める時は来ると、
それもそんなに先のことではありません。常々
そう考えるようになりました。これまで仕事に
注いでいた力をご自身の身体に向けてくださ
い。自分のことはずっと後回しにしてこられた
ことと思います。くれぐれもご自愛下さい。と
りとめもない手紙で恐縮です。失礼がありまし
たらどうぞお許しください。

（坂東市　S）

吉田さんのえのき時々注文しておいしくいただ
いていました。お身体心配です。早く良くなり
ますように！

（守谷市　Nさん）

吉田きのこ園の吉田さんへ。生協に入っていつ
もきのこ園を注文しています。吉田さんのえの
きも子供たちにも食べやすく好評で重宝してい
ました。企画終了との事で今までおいしいきの
こをありがとうございました。

（守谷市　Yさん）

えのき生産者の吉田さんが体調不良という記事
を読みました。これからお鍋の季節です。毎年
えのきは吉田さんのものと決めていました。日
持ち、味、香りどれをとってもとても魅力あふ
れるえのきです。どうぞ１日も早い回復を願っ
ています。ご無理なさいませんように。

（守谷市　Kさん）

吉田きのこ園の「えのき」日持ちもよく冬の鍋
物にはかかせない商品でした。２０年の長きに
わたり東日本大震災だけでなく色々な事があっ
たと思います。ありがとうございました。体調
を崩されたとのことご無理せずしばらくはゆっ
くりしてください。

（牛久市　Yさん）

長年、吉田きのこ園の” えのき” をいただいて
参りました。「呼吸をするのも・・・」という
症状をうかがい言葉になりません。どうぞどう
ぞ早く快復されますように！！今まで本当にあ
りがとうございました。安心して食べられるこ
とは何にもまして幸せなことです。ご家族の皆
さんもご心配なことと存じます。案ずることし
かできませんが、深くお見舞い申し上げます。

（石岡市　Yさん）

吉田きのこ園の「えのき」は日持ちが良く、食
人数が２人の我が家では大変重宝させていただ
いておりました。いつものように注文しようと
したところ掲載事体がなかったので？と思って
おりました。吉田さんいつも歯ごたえよく美味
しいえのきをありがとうございました。どうぞ

吉田きのこ園　吉田さんへ組合員さんからのありがとうの声
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組合員と生産者と職員の広場

〇カタログを見ていて気分が上がります。

カタログが少し明るくなりましたよね？ 4ペー
ジと 6ページだったか、文字に水色や黄色 ?の
色を入れたりして、常総生協ぽくない感じが逆
によいなあと思います。これ、誉め言葉です！
カタログを見ていて気分が上がります。

（つくばみらい市　Oさん）

〇同感です !!

NEWSLETTER　2017-8-5　取手 S さんの信
用できるのは国より生協さんです！←同感で
す！常総生協さんの配達区域内に住んでて本当
に良かったと思っています。

（龍ケ崎市　Sさん）

〇カタログセットの変更希望

今回のニュースレター内組合員の声にありまし
た「カタログセットの仕方の変更希望」に同意

です。カタログを分け、ニュースレターを読み、
カタログを見るだけで疲れてしまい、「もうマ
イセットだけでいいや・・・」、と何も書かず
に提出してしまった事が何回かあります。

（つくば市　Sさん）

ご意見ありがとうございます。
10月1回のカタログから試験的にカタログセッ
トを変えてお届けしていきます。職員の作業時
間、印刷会社の方で前倒し納品できるかなど、
少し調整が必要になり、どのやり方がベストな
のか何回か試していく事が必要になります。組

合員さんにはいつもと違った
セットの仕方で届いてしまう
ので、戸惑う方もいると思い
ますが、何卒ご協力の方、宜
しくお願い致します。

（専務理事　伊藤）

吉田きのこ園　吉田さんへ組合員さんからのありがとうの声

お大事になさって下さい。
（石岡市　Fさん）

吉田きのこ園、吉田様へこれまで美味しいえの
きを栽培して下さり有難うございました。私も
今年 66 歳になります。だんだん老化現象を受
けいれざるを得ない年齢になってきましたね。
お身体の方大切に、葉や悪げんきになって下さ
い。そして又再開を望んでおります！

（つくば市　Tさん）

吉田きのこ園の吉田様、いつもありがとうござ
います。どうぞ心身いたわってお大事になさっ
てくださいね。
（つくば市　Nさん）

吉田さんのえのきはシャキシャキで味が良く、
冷蔵庫の中でも 1週間以上もつほど新鮮でし
た。吉田さんのえのきと同様の品質のえのきは
他で売っていません。郡山ということで、たく
さんのご苦労があったことでしょう。どうぞく

れぐれもお体大切になさって下さい。いつか、
またあの美味しいえのきが食べられるようにな
ること信じてます！！

（取手市　Sさん）

吉田さんのえのき、マイセットで毎週いただい
ていました。くせがなく何にしても美味で有難
かったです。お体の具合が悪いとのこと。どう
ぞお大事にご療養されますことお元気になられ
ますことを祈っております。

（取手市　Sさん）

吉田さんのえのきで、佃煮を作ってましたが、
体調不良との事、しっかりと療養なさって、早
い回復に繋がって行って欲しいと願っていま
す。健康第一にして、療養を優先してください。
企画終了の言葉には寂しい気もしますが、再開
を願って、お見舞い申し上げます。お大事にな
さってください。　　

（つくば市　Mさん）


