
　2017 年 4 月～ 12 月までの供給実績は、赤字だった前年に対して 99.0% と下回っています。「経費」

の支出を抑えながらで何とか赤字幅を抑えている状況です。しかし、「経費」を抑えるという事は人材

の補充、仲間づくり、新しい取り組みへのチャレンジができなくなります。世の中の動きで生鮮品の配

達事業も増え、消費者は購入する選択肢増えています。

利用単価も▲ 56 円（-0.39 点）と生協利用額が下がっ

ています。商品で例えると「もやし」1 つ分の供給高

です。

　今一度、 生協の存在価値と、 組合員自身が出資して

いる生協への利用を考えていきましょう !! まじめに良い

商品を作り続ける生産者を支え、将来にわたって「健

康と経済性」を確保していくには、組合員さん一人ひ

とりの毎週プラス 1 点の積み重ねが、とても大きな支

えになります。生協へ利用結集させて大きな力に変え

ていきましょう !!

（専務理事　伊藤　博久）
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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～

特別増資 500250 にて 1 口 500 円毎週受け付けています。 出来るときに出来る範囲で、 ご協力宜しくお願い致します !!

2018 年 2 月の予定

●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し●

【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。
• ゆるカフェ 2 月は第 3 火曜日 （20 日） に開催します。
• 毎月第 1 土曜日にじょうそう朝市を開催しています。

2/12 （月） みそ講習会 （土浦、 阿見地区）
2/17 （土） 歴史を学ぼう - 未来のために
　　　　　　　　みそ講習会 （利根地区、 つくばみらい地区）
2/18 （日） みそ講習会 （つくば中央地区）
2/24 （土） みそ講習会 （生協本部）
2/25 （日） みそ講習会 （我孫子地区）
2/28 （水） 定例理事会

●提携 ・ 協同 ・ 連帯企画●

2/13、 15、 16 （火、 木、 金） 牛久幼稚園みそ開き
2/16、 17 （金、 土） 生協ネット 21　定例会 （八王子労政会館）
2/20-23 （火 - 金） 荒川沖幼稚園　みそ開き＆みそ作り

生協組織継続 ・ 発展の為、 他で購入しているものが

ありましたら、 1 つでも生協利用へ切り替えて生協利

用に結集させていきましょう !!
【2017年4-12月決算】

【実績】 【前年】 前年差 前年比
Ⅰ供給事業
■総供給高 698,001,136 705,049,879 △ 7,048,743 99.0%

共同購入供給高 670,040,645 675,442,014 △ 5,401,369 99.2%
店舗供給高 27,960,491 29,607,865 △ 1,647,374 94.4%

○供給剰余 188,327,236 190,300,377 △ 1,973,141 99.0%
　　　（ＧＰＲ） 26.98% 26.99%
  共済受取手数料 2,480,399 2,625,966 △ 145,567 94.5%

0
Ⅱその他の事業収入計 2,480,399 2,625,966 △ 145,567 94.5%
●事業総剰余金 190,807,635 192,926,343 △ 2,118,708 98.9%
　人件費小計 121,488,162 126,317,253 △ 4,829,091 96.2%

（人件費比率） 17.41% 17.92% -0.51P
　物件費小計 98,844,268 99,374,754 △ 530,486 99.5%

（物件費比率) 14.16% 14.09% -0.07P
○一般管理費計 220,332,430 225,692,007 -5,359,577 97.6%
●供給剰余金 △ 29,524,795 △ 32,765,664 3,240,869 90.1%
○事業外収益小計 15,218,659 18,169,615 △ 2,950,956 83.8%
○事業外費用小計 1,053,749 1,509,688 △ 455,939 69.8%
●経常利益 △ 15,359,885 △ 16,105,737 745,852 95.4%

　　　（ＮＥＴ） -2.20% -2.28% -0.08P

組合員さんのプラス 1点が

生協事業を支えていきます!!

共同購入実績
　4月1回 ～12月5回 前年 計画 前年差 計画差

OCR発行枚数 132,384 132,068 138,100 316 △5,716
回収枚数 116,186 115,909 121,216 △223 △6,433

回収率 87.76% 87.76% 0.00P
一人当利用高 5,871円 5,927円 △56円

利用点数 14.37 14.76 △0.39

仲間づくり実績（単月実績）

前年実績 今年度 実績前年比

合計 19 39 205.3%

仲間づくり実績

前年実績 今年度 実績前年比

合計 299 251 83.9%

12月

4-12月累計

← 12 月は頑張
りましたが、ま
だまだ昨年に対
し足りない状況
です。仲間づく
りにも是非、ご
協力ください。
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1/27 （土） ネオニコフリーリレー学習会 （2） 来場者の声

①熱のこもった分かりやすいお話、 たいへんためにな

りました。 子供たちというより、 子孫のために大切なこ

とと思いました。

②科学的に分かりやすくためになるお話しでした。 農

薬はなぜいけないのか、 とるとどうなるのか？自分達

の困っている状況をどう変えていくのか？そんなお話し

伺えてよかったです。

（守谷市　Y.M さん）

①子供の頃よく見かけていた虫などの生物 （毛虫や

ミミズなど） も、 もしかしたら農薬などの影響があるの

ではないかと最近思っていたがやはり、 そうなのだと、

強く感じました。

②発達障害児が急増していることが農薬の影響で

あることが良く分かりました。 メカニズムが良く分かり、

農薬廃止へ向けて何かしら動いていかなければいけ

ないと思いました。 近くの公園や遊歩道などではよく、

木の消毒を行っているのでそれが人体に影響ないの

か心配です。

（守谷市　F さん）

①環境ホルモンの規制がなされていないのが、 将来

の日本の子供に負の遺産を与えることを知りショックを

受けました。 ネオニコテノイド系農薬の使用禁止活

動に参加します。

②日本厚生省の甘い規則に対して、 反対の力を結

集していくことに賛同します。 日本の河川にネオニコ

に汚染されている。 飲み水が汚染されていることが

恐ろしい！

（おかべや　影山社長）

①貴重な情報をありがとうございました。 農薬が人の

神経難病にこれほどまでに悪影響を及ぼしてる事を初

めて知りました。 先生達のお力で環境ホルモン規制

を実現して頂きたいです。

②周りに発達障害のお子様が多いので　農薬との関

係を伝えます。 沢山のデータを提供して頂きありがとう

ございました。 私自身も今まで以上に気をつけます。

（つくば市　J.T さん）

①国産が安全と思っている。 国産は高いから安全

と思われている。 とんでもない。 農薬の売上を上げ

るためのカラクリがよく分かりました。 農業をやっている

体験談は説得力があります。 女性の研究者の怒り

熱意に救われます。 ヒアリ、 デング熱が報道された

ら農薬類がいっぱい売れた。 スプレーを赤ちゃんに

かけている人をたくさん見た。 不安だ。

②発達障害が多いことは、 やっぱり食べ物が原因

なのかと分かりました。 それならすぐにでも自分で変え

ることができるし、 治せる可能性がある。 日本は全て

世界から落ちこぼれていないか？東大ランキングが下

がっているのも納得しました。 ガソリン車、 原発だって

１９～２０世紀の文明にすがりついている。

（坂東市　M.S さん）

①消費者が自ら学んで、 危険なものは拒否していけ

ば、 農薬使用が経済効果につながらないということ

になり、農薬が必要なくなるかもしれないなら、こういっ

た勉強会の開催や、 ママ友への口コミからやってい

くのも一つの方法だと思いました。

②具体的にはどのような形で悪影響がでているのか

を知ることは、 生活そのものを考え直す大きなきっか

けになると思うので難しい話かもしれないが、 メデイア

も大きくとりあげて広げてほしいと思う。 利権がそれを

許さないなら生協を発信源として１人でも多くの人に

知ってもらえるといいと思いました。

（我孫子市　T.S さん）

①ネオニコチノイドは危ないということはなんとなくわ

かっていましたが中下氏の講演ではっきりと危ないとい

うことと何故、 どのように危ないのかがわかりました。

②子どもの発達障害の増加は仕事柄 （保育士）

肌で感じています。 農薬との因果関係を伺い 「やっ

ぱり」 という感想です。 日本はどうして人を大切にす

るというあたり前のことができないのか怒りを超えて悲し

くなりました。

（柏市　S さん）

①２時間、 びっしりの講演。 内容の濃い重要なおは

なしで、 聴きに来れて、 よかったです。 子どもの健康

アンケートの内容　
Q1、本日の学習会はいかがでしたか？ぜひ率直な感想をおきかせください。　
①中下氏の講演「日本・各国におけるネオニコチノイド系農薬の使用・規制の現状と課題」について
②黒田氏の講演「子供の発達障害と農薬」について
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3/4 （日） 利根川河川敷クリーン作戦に参加しよう !!

　広大で自然にあふれた利根川河川敷は、 植物が

茂り、 鳥や小動物、 虫たちが生息する環境で、 後

世に伝え守りたい 「もりやの原風景」 のひとつであ

り、 レジャーやスポーツなど私たちの憩いの場とし

て活用されています。 しかし、 反面、 心ない人た

ちによって、 捨てられた粗大ごみなどの散乱が多く

見受けられます。 　

　利根川河川敷環境保全実行委員会と守谷市で

は、 市民の皆様や事業所等に呼びかけ、 利根川

河川敷一帯及びその周辺のご

みを拾い、 河川敷の自然や環

境を守る活動を続けています。

常総生協は実行委員会の副会長になっており、 地

域環境の保全活動として毎年職員が参加していま

す。 今年は是非組合員さんも一緒に参加してみま

せんか？ご希望の方は一旦生協で集約しますの

で、 下記の申し込み用紙でお申込み下さい。

開催日時 ： 3 月 4 日 （日） 午前 9 時～ 11 時

集合時間 ： 8 ： 30 常総生活協同組合 （守谷市本町 281） に集合し、 出発します。

服装 ・ 持ち物 ： 長ズボン、 長シャツ、 長靴など （汚れても良い服装）

　　　　　　　　　　※軍手、 ごみ袋、 トングは用意されています。

3/4 （日） 利根川河川敷クリーン作戦に参加します。 〆切 2/23 （金） まで

コース名　　　　　　　　　　　組合員番号　　　　　　　　　　　　　　お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　

参加人数 ： 大人　　　　名、 子ども　　　　名　　　※常総生協ホームページからも申し込めます !!

キリトリ

をどうみるか、 課題が多いですね。 生鮮、 食、 精

神疾患等で、 月のまわりのこともっと考えていかないと

いけませんね。 企画、 ありがとうございました。

②幼、 小、 中学校の給食を無農薬米、 無農薬や

さいに変える大賛成です。 すすめていきたいですね。

出来るだけ地産で。

（取手市　K.M さん）

①これまでの歴史、 世界での動きがとてもわかりやす

く、 これまでもネオニコチノイド系の問題には関心を

もってきましたが　もう少し深く関心をもっていこうと思い

ました。

②ネオニコチノイド系のものが、 体内でどのような働き

をするのか、 について全く知らなかったので、 とても

興味深くわかりやすかったです。 発達障害にとても

興味があったので作用 （原因となりうるもの） につい

てわかり、 とてもよかったです。

（つくば市　Y.M さん）

①無知ということの怖さを感じました。脱農薬社会、しっ

かりと目指すべきだと思いました。

②人類は緩慢に自殺しているのではないかという不

思議な気持ちになりました。 主に千万種もの生物が

絶滅している理由が分かったように思いました。

（取手市　T.K さん）

①ミツバチを初めとした、 あらゆる生物を破壊している

現状を改めて感じ、 私も地元で良く見なれていた田

んぼのトンボの風景を見られないと知ったときは、 守

らなければいけない生命はすべての食を通じまだまだ

努力が足りていないと感じました。

②中下様の講演からつながりのある内容で食を提案

する身として、 食して頂く方のためではなく、 次の子

供の事まで広く関係した事を強く実感いたしました。 今

後、 生協様と共により安心、 安全な食づくりを築け

ていければと思いました。

（（有） タカショウ　佐藤　大吾さん）
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