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【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2018 年度活動テーマ　～素材を活かしてわが家の味～

2019 年 2 月の予定

●生協基幹運営／地域活動 ・催し● ●提携 ・協同 ・連帯企画●

2 月ゴンタの丘 「常総っ子応援団」 は毎週木曜日に活動して

います。 試食会は 2月 28 日に行います。

2/16 （土） みそ作り講習会 （取手地区）

2/23 （土） みそ作り講習会 （牛久地区、南柏、我孫子地区）

2/24 （日） ゆるカフェ &みそ作り＠つくば

2/15、 16 （金、 土） 生協ネットワーク 21 定例会

2/19-22 （火 - 金） 出張みそ作り講習会 （荒川沖幼稚園）

2/23、 24 （土、 日） 日本有機農業研究会　全国集会

常総生協と、東海第二原発運転差止訴訟団で共同ブースを出店します。祝日ではありますが、生協職
員は平日業務があり、少人数しか参加できないため、組合員さんにお手伝いいただけると助かります。
是非、ご協力の程宜しくお願い致します。皆で、脱原発の声を挙げていきましょう !!

お手伝い内容です !!

【ブース内でやる事】
1. 原発関係の書物の物販
2. 東海第二原発運転差止訴訟団の賛同人募集呼びかけ
3. 生協商品の物販

【集合時間】
□搬入からお手伝いできる方
現地集合（東京都渋谷区　代々木公園　イベント広場　けやき並木）　
→ 9：00
生協集合（生協から一緒に行く方）→ 7：30

□途中からお手伝いできる方
　参加できる時間帯を教えて下さい。

3.21 （木 ・ 春分の日）

さようなら原発全国集会

参加&出展協力のお願い !!

注文用紙コメント欄、 電話 （0297-48-4911）、 FAX （0927-45-6675）、 もしくは WEB フォーム （https://goo.

gl/forms/wp7eMf7nPH5IGoFx2） にて受け付けています。 よろしくお願い致します。

申し込みフォーム QR

コード
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農産ニュース　

「柏田中の完熟トマトはいつから !?」

今年は 1～ 2週間生育が早いです★

＼ 2月 4回特別注文／からスタート！！

　常総生協本部から車でわずか 20 分ほど走ると、「柏田中

の完熟トマト」の圃場があります。毎年 3月からスタート

しますが、2 月になってからは、「柏田中の完熟トマトは

いつ出てくるの？」と多くの組合員さんから聞かれる、と

ても人気のあるトマトです！

【柏田中の完熟トマト】 2/5( 火 ) 訪問

　2/5( 火 ) 柏たなかの完熟トマトの生産者、鈴
木さん・寺田さんの圃場に行ってきました。圃場
に入ると、今は 5段目につぼみがついていました。
"6 段目に花が咲くと、1段目のトマトに色がつく
" と言われるように、すでに少しずつグリーンか
ら、白色に変わってきていました！
「今年は気温が低く、害虫も少ない」と生産者の鈴木さんは話します。11月からハウスに苗を定植をし、
大きなトラブルもなく順調に育っています。今年は暖冬により 1～ 2週間生育が早く、ここ 10年で
最も早いペースです！圃場視察の後、生産者（鈴木さん、寺田さん）と、田中農協と、生協の 3者で
打合せを行いました。2月末からスタートするものの、やはり味が一番乗るのが 4月～ 5月の間。生
産者としても、「この 4～ 5月が最も収量が増えて味が乗る。もちろんシーズンを通じて食べてほし
いが、一番食べてもらいたいのがこの期間です」と鈴木さん・寺田さんからお話をもらいました。今

シーズンは2 月 4 回の特別注文チラシから掲載予定です。
今年もよろしくお願いします！

←生産者との作付会議。遅
配や欠品が起こらないよ
う、入念にスケジュールを
立てました。

←寺田さんのトマトの
ハウス内の様子です。
全長 100m もあるハ
ウスにびっしりトマト
が育っています。

～生産現場の情報を発信していきます～

文責 ：商品部 （農産担当）　小宮山
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●組合員と生産者と職員の広場●　

●鈴木牧場さん受賞おめでとうございます。

評価コメントは良くまとめられたＰＲのよう
でおすすめの時伝え易いですね。

（松戸市　S.I さん）

鈴木牧場様　最優秀賞おめでとうございま
す！！

（利根町　S.Mさん）

ご意見いただきましてありがとうございます。
激励の言葉は鈴木さんにもお伝えします。受
賞については今後カタログ紙面でも広報して
いきます。

（商品部：小宮山）

●こうしたら注文しやすい !!

2/2 回の 284 番コリアンチヂミですが、商品
カタログに具材が書いてないので、できれば
記載お願いします。（海鮮とか肉とか）
（要望）318 番あごダシできましたら少量の
物も作っていただけましたら買い求めやすい
です。もし味が合わないことを考えますと注
文しにくいです。

ご意見、ご要望ありがとうございます。
コリアンチヂミの具材については、にんじん・
玉ねぎ・にら・いか、となります。またカタ
ログ表記上で分かりにくい商品は、具材を明
記するよう検討致します。ご意見を頂きまし
てありがとうございました。
ご要望のあごダシですが、類似品で「だしパッ
ク（焼きあご&羅臼昆布）」10g × 5 袋入り、
という商品がございます。こちらの商品の方
が少量ですので、3月中に企画できるよう検
討して参ります。

（商品部・稲垣）

●要望

白鷹農産加工研究会の玄米餅の個装入りを
扱っていただければ嬉しいです。

ご意見ありがとうございます。個包装企画は
現在取扱いはございませんが、こうしたご意
見を参考に企画検討して参ります。

（商品部：菅）

常総生協で貸出しをしているDVDは食に関すること、放射能に関すること、歴史、政治に関する
事などさまざまな分野が用意され無料で観ることができます。
　これは脱原発暮らし見直し委員会の発案による「小さな上映会」の活動のなかで揃えられた秀
逸の作品ですが、このDVDを貸し出すという仕組みは、とても良いと思いますので、分野を広げ
て幅広く利用できたらいいなと思っています。
　個人的には TV録画した料理番組や情報番組などの録画DVDがあったらと思います。例えば、
旬の食材を取り扱うレシピなどは参考になると思いますし、環境や社会活動の番組なども組合員
のみなさんの関心とあえば、有効活用できると思います。
　そんな仕組みを取り込んで、映像ソフトのレパートリーを増やせたらいいなと一担当としては
密かに思っているところです。

　さて、今回のDVDの感想は脱原発暮らし見直し委員会のみなさんにまとめていただきました。
　まずはDVDを借りて「小さな上映会」を企画されてはいかがでしょう。

(DVD貸出担当　商品部　菅　剛文）
★次ページにDVD感想一覧を掲載しています。是非、ご覧ください。

小さな上映会便り　2019-2　　脱原発 ・暮らし見直し委員会
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小さな上映会便り　2019-2　DVD 感想

Ｎo 題　　   名 観た組合員さんの感想

11 サクリファイス　犠牲者

11月12日付ＮｅｗｓＬｅｔｔｅｒで「旧ソ連で、予防原則に則って生存権を保障した放射能災害
に関する人権法（チェルノブイリ法）が制定されている」とあり、国の体制が異なれば法的に救
済が実現されるのかと思っていましたが、このDVDを見る限り、少なくとも2001年当時のリク
ビダートルへの対応はむしろ旧社会主義国の後進性をむき出しにしたようなひどいものでし
た。しかし日本も、この法律の制定の事実を（運用の実際はどうであれ）世界史的な失敗と捉
えるIAEAの動きに呼応した福島第一原発事故の放射線被害隠しの大キャンペーンのせい
で、これを問題にする人たちが本編で語られていた「求めているのはただ人間的な扱いなの
に、それだけでやかましい厄介者なのだ」と苦しまねばならない立場に立たされている点では
変わりありません。リクビダートル（清算人）のこの悲しみの清算は私たち一人一人が担うべき
ものなのだと考えさせられました。

18 東京原発 いろいろ考えさせられました（考えました）。ありがとうございました。

25 かもめの視線

いわきは生まれ故郷。いわき七浜といって観光や海水浴で有名なところです。震災のあと
（高速通行可能になってから）すぐに行きましたが、DVDのように家の土台だけになってしまっ
ているところが多かったです。私の場合地上を歩いてみたいわきの海岸沿いですが、DVDの
ように空から見た震災のあとのいわきの海岸沿いの被害の大きさに再度驚かされました。

事故直後、現場がいかに混乱し、備えが無かったかを知ることが出来ました。日本中の人に
見てもらいたいです。

衝撃を受けました。3.11の原発事故が一歩間違えたら、日本を分断する様な状態であった
こと、と共に、それに携わる人たちの何と無責任な現状。机上の空論。現場の人たちと本社
の人たちとの温度差。そして、それが忘れられたかの様に再び次々と再稼働される原発。事
故の原因さえはっきりしていないのに、災害がなくても、人の操作ミスで事故も起こりうるの
に、何の教訓も得ることなく。原発を、こんな恐ろしいものを絶対に動かしてはいけないと思
う。◎たくさんの人に見て欲しい。

50 被曝の森　原発事故5年目の記録

実家がいわきで原発事故以前には夜の森の桜や浪江で開かれた相馬焼祭りなどで何度か
行っていた場所があんなになってしまい、残念でなりません。事故のあとから現在まで７回６
号国道をいわきから南相馬まで走りましたが一度、イノシシが車の前方を横切って道路脇の
山の中に消えていきました。一度壊した自然は二度と戻りません。動物さんたちも駆除され
ているようですが、犠牲者です。原発は要らない。

57 ミツバチからのメッセージ
こういったＤＶＤの貸し出しをして下さること、ありがたいです。ミツバチの問題、映画が作られ
て8年経ちますが、今現在どうなっているかも興味があります。農薬のこと、水を守り、土を守
ること、もっと社会で考えていけるとよいと思います。

58
NICOTIN ＢＥＥＳ
（ニコチンまみれのミツバチ）

日本ではどの位、まだ使用されているのか少し不安になりました。できる限り有機の物を食べ
て、農薬のない世の中に戻っていってほしいと思いました。

59 甘くない砂糖の話
・体をはった実験で、びっくりしました。・さとうの見えない部分の摂取量、多いことにびっくり。
もっと多くの子供に見てもらいたい。(小学生含む4人で視聴）

毎日の食生活が多くの人々の力と命の上に成り立っている事を改めて認識させられる映像
でした。感謝を持って日々の食事を大切にしたいと思います。

映像が流れているだけなのでガイドブックを見ながら観ました。食べ物を供給することが目的
だからか、収穫できる喜びとかを感じられない映画でした。（ドキュメンタリーだからこれでよい
のでしょうが）動物がお肉に加工されるまでのシーンはショッキングでした。もっと食べものを
大切にいただかないといけないなと思いました。

76 スペシャリスト
「ハンナ・アーレント」と続けて観ることによって、しっかり内容を把握することが出来ました。
多々感ずるところ、考えるところがありましたが、「市民的勇気」という言葉が響きました。

78 孫崎享　講演記録 音声が聴きづらく途中で止めました。

79
積極的平和国家のつくり方
コスタリカの奇跡

とても興味深い映像でした。軍隊を廃止して、教育や社会保障にお金を使うという、とても
まっとうな社会運営を続けてきたコスタリカに敬意すら感じました。この国と日本（数十年前平
和憲法を作り戦争を放棄したはずの日本）との差はどこにあるのだろうか、と考えさせられまし
た。敗戦国であり米の強い影響下で作られた憲法だからでしょうか？でもだとしたら地政学的
に米国の強い影響が及ぶコスタリカで非軍備が続けられていることが説明できません。事態
はもっと複雑なのでしょう。もっと勉強しなければと感じました。ありがとうございました。

60 いのちの食べ方

冒頭のシーンでは私も涙がでました。切なくて何故そうなったのか知らずにおれなくなりまし
た。
取り上げられた２００１年のこの会議では、独立した科学者、医師たちの新しい知見である
「内部被曝」「低線量被曝」「子どもへの大きな影響」が報告されましたが、原子力の平和利
用を促進する＝世界へ原子力発電を発展させることを目的としたIAEAは原子力ロビーと結
びついており、権威を振りかざしてまともな科学的検証を否定したことがよくわかりました。どう
やらこれが今だに”過剰反応”と攻撃される事態のルーツとなっているようです。しかし、この
権威に怯まず食い下がる女医たちの姿も紹介されていて、勇気づけられる思いでした。”保
養”活動の大切さにも気付かされました。

真実はどこに？　ＷＨＯとＩＡＥＡ
放射能汚染をめぐって
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太陽の蓋33


