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　裏面に、 各地区から選出された 「総代」 さん名簿を掲載しています。 １年間よろしくお願いします。

6 月１３日6月１３日 （土） 9:30 ～ 12:30（土） 9:30 ～ 12:30

第４２回通常総代会第４２回通常総代会
は新本部センターで開催です。は新本部センターで開催です。
総代のみなさん！よろしくお願いいたします。総代のみなさん！よろしくお願いいたします。
総代でない組合員さんもぜひ本部にお越し下さい。総代でない組合員さんもぜひ本部にお越し下さい。

総代会開催公告
（⽇時）2015 年 6 ⽉ 13 ⽇（⼟）9:30 〜 12:30
（場所）常総⽣協本部２Ｆ 組合員活動室（守⾕市本町）
（議題）【第１号議案】2014 年度活動報告、決算報告承認の件

【第２号議案】剰余⾦処分案承認の件
【第３号議案】中期計画（案）承認の件
【第４号議案】2015 年度活動⽅針、予算案承認の件
【第５号議案】役員報酬承認の件
【第６号議案】組合員のみなし脱退承認の件
【第７号議案】2016 年度役員選挙管理委員任命の件
【第８号議案】議案議決効⼒発⽣の件
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常総生協． 中期計画案について

　　　　　　　　　宮城県石巻市　㈱高橋徳治商店

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋英雄

　常総生協さんらしい素晴らしい中々の計画

案で、 いつも感心させられます。

意見というレベルにはなりませんが ・ ・ ・ ・

（1） （3） 食はいのち ・ くらし方、 考え方

　中期計画骨子ではありま

すが組合員に対しては具

体的事例をあげてイメ－ジの共有があればい

いかと思いました。

　そうでないと総論賛成で殆どが◎になってし

まう気がします。

　③ （食卓での経済的やりくりの工夫） につ

いては、 時間がないという主婦 （主夫） が

時間についての考え方を家族で話し合ってい

るか、 或いは自分で掘り下げているかを振り

返るきっかけを作って欲しい。

総代会提案に向けての春の一斉意見集約

石巻の高橋さん

（昨年の総代会に

て）

頂いた意見を４月、５月の理事会で整理し、総代会での討議に提出する予定です。

生産者からもたくさんのご意見頂きました。

５／２３には、 生産者の会 （常総生協業者会） 総会が開催され、

常総生協の 「中期計画」 について討議される予定です。

　今週は、 石巻の高橋さんから頂いた意見を紹介いたします。

組合員から８４０通、 生産者から４６通

　『中期計画 （案）』 に対するたくさんのご意見、

　　　　　ありがとうございました！
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　忙しい＝時間がない＝食事を作る時間が

限られる＝買い物では直ぐに食べられる冷

凍食品やお惣菜を （安く） 購入する ・ ・ 或

いは外食に行く＝グラム単価が意外に高い

のに計算しない、 合成添加物にも原料素性

にも目をつぶる＝生協の食材や加工品は高

い！！

　本当に高いのか、 素性や添加物や安全性

を教えても感覚的に高いと思っているのと考

え方の底に 「時間がない」 と ・ ・ ・ 。

　家庭内で家事分担や時間を作る話し合い

や工夫をしているか。 食事することを本当に

大切 ・ 重要とお腹に落ちているか。 家族は

心底　そう考えているか。 主婦 （主夫） は

餌を作っているわけではない、 血肉を作ると

同時かそれ以上に食べる側に 「心の栄養 ・

心の拠り所を作っている、 愛情の一番の表

現をしている」 と考え方を変えて欲しい。

　できた時間を食事家事も含めて、 できるな

ら本当の豊かさ、 幸せな自分の人生につい

てもう一歩踏み込んで考えて欲しいと思いま

す。

（2） 生産と消費　

　生産者と組合員と生協とで加工食品を含

む生産物そのものを、 今後どういう方向で、

どういった品質レベルで提供して欲しいのか

まで加工品一つとっても生産者が先ず出来

る事はまだまだ沢山あるはずです。

　生協創成期は、 一品ずつ組合員も参加し

て商品を作り上げて来ました。

　今は自分たちの生活に欠かせない自分た

ちが作った商品と言う感覚が無くなりました。

　食卓に乗る大切な食品なのに、 組合員自

らの手から離れてしまい商品だけが一人歩き

しているそんな気がします。 組合員も生産者

も思い入れが無い、 感じられない商品の消

費にならないよう。

　生産者は商品精度を高め、 商品自体力が

感じられるものに仕上げていく。

　その為には組合員の生活のもう少し本音

を引き出せないかと当社内ではそれぞれの

生活実態を振り返りながら議論しています。

（例えば家庭料理は味や品質で結構ばらつ

きがあるし目先を変えることでごまかす ・ ・ ・

だから飽きないのかも＝笑いと苦笑。。。

　いい加工食品は、 素材の旨みはしっかり

生きています。 だからこそ無添化でも美味し

い。 野菜や調味料を駆使し、 加工品を上手

に使いこなすことで高い安いの問題はかなり

解消できると思います。

　以上時間がないのでこの辺で終わりにした

いと思いますが、

最後に。

　原発での放射能問題や阻止もその通りな

んですが、 3.11 東日本大震災で気付いた

大事なことや大切にしたい忘れてならないこ

とって特に心の問題で沢山あったと思いま

す。

　地元在野の歴史学者西脇さんが言ってま

した。 「忘れたことを忘れるな！」 って。 そ

のことは生協の根幹に関わることでもあると

関連死含めて 21,750 名 （と私は記憶してい

ますが） の亡くなった方たちが言っているよ

うな気がします。

　業者会に提案するような余計なことを書き

ましたが頑張って参りますので今後とも宜しく

お願いいたします。

昨年の総代会の様子
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２０１５年度　各地区選出 「総代」 名簿

№ 地区 名前 コース № 地区 名前 コース
1 取⼿市  ⽯岡  智恵⼦ H-1A 51 ⽜久市 川村  美佐⼦ D-4A

2 取⼿市  佐貫  はるみ H-1A 52 ⽜久市 若狭  朋⼦ D-4A

3 取⼿市  中村  泰⼦ E-1A 53 ⽜久市 ⻄野  元恵 H-4A

4 取⼿市  﨏川  宏⼦ H-2A 54 つくば市 ⽩井  奈々絵 S-1A

5 取⼿市  中塚  清⼦ D-3A 55 つくば市 服部  倫⼦ I-1A

6 取⼿市  名和  ⽥鶴⼦ D-3A 56 つくば市 江幡  明⼦ I-2A

7 取⼿市  菅原  てる⼦ E-3A 57 つくば市 清⽔  嘉夫 I-2A

8 取⼿市  鎌⽥  勉 E-3A 58 つくば市 福本  愛 I-2A

9 取⼿市  中泉  和代 E-3A 59 つくば市 千葉  節⼦ J-2A

10 取⼿市  川⽥  好⼦ E-3A 60 つくば市 稲垣  佳代⼦ G-3A

11 取⼿市  岩脇  暁美 E-3A 61 つくば市 加園  恵⼦ G-4A

12 取⼿市  近藤  敬⼦ C-4A 62 つくば市 新堀  扶三⼦ F-5A

13 取⼿市  ⽮板  幸⼦ C-4A 63 つくば市 ⽵植  理⼦ F-5A

14 取⼿市  福島  ひろ⼦ C-4A 64 つくば市 倉持  早苗 F-5A

15 取⼿市  ⼤橋  ⾥恵 C-4A 65 つくば市 後藤  加代⼦ H-5A

16 取⼿市  牧野  ⼀江 C-4A 66 つくば市 ⻑⾕川  真由美 H-5A

17 取⼿市  森⼾  友⼦ C-4A 67 つくば市 浅野  英公⼦ H-5A

18 取⼿市  只野  恵⼦ C-5A 68 つくば市 占部  美紀 S-5A

19 取⼿市  児⽟  清美 D-5A 69 つくば市 服部  直美 S-5A

20 守⾕市 市村  智美 A-1A 70 つくば市 倉  左恵⼦ S-5A

21 守⾕市 中村  清美 A-1A 71 つくば市 川村  直⼦ S-5A

22 守⾕市 上⽥  幸⼦ A-1A 72 つくば市 百武  昌⼦ G-5A

23 守⾕市 富⽥  正 B-1A 73 ⼟浦市 浦⾕  利江 S-3A

24 守⾕市 板⼦  育恵 B-1B 74 ⼟浦市 浅川  悦⼦ S-3A

25 守⾕市 稲⽥  昭吾 B-1B 75 ⼟浦市 佐久間  佳津⼦ S-4A

26 守⾕市 ⾚津  佐知恵 A-2A 76 阿⾒町 森下  礼⼦ J-5A

27 守⾕市 ⾕⽥川  純⼦ A-3B 77 ⽯岡市 ⼾塚  亜紀⼦ F-1A

28 守⾕市 前⽥  美佳 A-3B 78 ⽯岡市 松本  元⼦ F-1A

29 守⾕市 横⼭  奈美 A-3B 79 我孫⼦市 鈴⽊  稔 U-1A

30 守⾕市 ⼩松崎  真紀 D-3A 80 我孫⼦市 粕⾕  久⼦ U-1A

31 守⾕市 三⽊  妙⼦ A-4A 81 我孫⼦市 ⽵⽥  太造 U-1A

32 守⾕市 平間  ⿇美 B-4A 82 我孫⼦市 藤本  晴美 V-2A

33 守⾕市 坂⽥  真樹 B-4A 83 我孫⼦市 ⽥⼝  しのぶ U-4A

34 つくばみらい市 本間  知⼦ B-2A 84 我孫⼦市 ⽥中  美恵 U-4A

35 つくばみらい市 鈴⽊  百栄 B-2A 85 柏市 藤原  弥⽣ U-3A

36 つくばみらい市 館内  佳⼦ B-2A 86 柏市 佐野  浩美 U-4A

37 常総市 壺井  和⼦ F-3A 87 柏市 栗原  昌枝 T-5A

38 坂東市 内⽥  ちひろ F-3A 88 柏市 渡辺  光枝 T-5A

39 利根町 久保  具⼦ D-1A 89 柏市 牧野  美智⼦ U-5A

40 利根町 稲葉  明⼦ F-2A 90 柏市 根本  美⼦ U-5A

41 利根町 森⾕  美穂 F-2A 91 松⼾市 園⼭  三左⼦ U-2A

42 ⿓ヶ崎市 猪岡  洋⼦ E-2A 92 松⼾市 川上  朝⼦ R-3A

43 ⿓ヶ崎市 ⽯井  久美 E-2A 93 松⼾市 ⾨間  祐⼦ T-3A

44 ⿓ヶ崎市 飯野  就⼦ F-4A 94 流⼭市 岩垂  智⼦ V-3A

45 ⿓ヶ崎市 ⻄村  咲⼦ F-4A 95 流⼭市 杉⽥  ⿓宣 T-5A

46 ⿓ヶ崎市 ⼩宮  悦⼦ F-4A 96 流⼭市 鈴⽊  麗美 V-5A

47 ⿓ヶ崎市 ⼯藤  道⼦ F-4A 97 ⼾頭店 櫻井  明美 戸頭店

48 ⿓ヶ崎市 ⼯藤  希 E-5A 98 ⼾頭店 砂邊  智⼦ 戸頭店

49 ⿓ヶ崎市 坂本  祐⼦ E-5A 99 ⼾頭店 畔蒜  道⼦ 戸頭店

50 ⽜久市 中丸  晴⼦ D-4A 100 ⼾頭店 ⼤内  美喜⼦ 戸頭店

各地区からの「総代」が確定いたしましたので報告いたします。総代のみなさん、組合員を代表して総代会での討議、
そしてこの⼀年の運営よろしくお願いいたします。 （2015 総代選挙管理委員会）


