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【７～８月の予定】
●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し● ●提携 ・ 協同企画●　

・ 7/2 総代活動打合せ会 （バターづくりで仲間づくり）

◎７/ ２６ （火） 10:30 ～ 12:30 常総生協本部
か－ちゃんの力 渡邊とみ子さんを生協にお迎えして

「渡邊さんお話し会と郷土料理で交流会」

〇 7/16 石焼き釜ピザ焼き体験交流 （つくば組合員宅）
〇 7/17 つくばまめいち （つくば大角豆）

〇７/ ２７ （水） 定例理事会 （第３回）

【有機野菜セット生産者交流会】

７/ ２８ （木） 微生物農法の会長島さん
８/ ２　　（火） 清水農園
８/ １１ （木） 宇治田農場
８/ ２２ （月） 土れ味農園 天池さん
８/ ２７ （土） くわはら農園
　　　　（いずれも１０時～１４時、 申込別紙）

・ 7/2-3 甲状腺検診 　三郷、 白井 （関東子ども基金）
・ 7/9-10 甲状腺検診　真岡 ・ 益子 （関東子ども基金）

〇７/ １５ （金） 西尾正道講演会 13:00 ～ 16:30

　　関東子ども健康調査支援基金主催

「これからの健康被害　放射線 ・ TPP と医療」

〇７/ ２３ （土） 14:00 ～ 16:00　牛久かっぱの里
原発いらない牛久の会 / 東海第２原発再稼働に反対する

茨城県自治体議員連盟主催　

「東海第２原発の裁判でわかってきたこと」
（東海第２原発運転差止訴訟原告団 ・ 常総生協前副理事長大石）

◎７/ ２５ （月） 13:30 ～ 15:30 常総市保健センター
　　ふくしま飯館村といばらき常総市をつなぐ
　　か－ちゃんの力 渡邊とみ子さんお話し会

「福島のいま 被災地だから見えてくるもの」

食のグローバル化に抗して　地元の安心の牧場といっしょに健康づくりの輪を拡げましょう！

各地区での 「楽しく仲間づくり」 に向けて

鈴木牧場 ・ 鈴木さんといっしょに

7/2 総代さん親子で

フレッシュバターづくり

 に挑戦！
各地区の総代さんが中心になって

「バターづくり ・ 仲間づくり」 開催

していきます！お楽しみに！
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　７／２　2016 年総代 「活動打合せ会」

　総代さん家族、 総勢 30 名のみなさんが集まって

2016 年の組合員活動について打合せしました。

　6 月総代会後、初の 「総代さん打合せ会」 なので、

自己紹介でお顔を知り合うところから始まりました。

　会のテーマは 「楽しく仲間づくり」。 理事会からの

提案。

　常総生協組合員が、 良い生産者とつながって、 良

い原料素材を頂き、 家庭でできるだけ手作りして家

族が健康に、 そして経済的な暮らしをしようとみんな

で協同している。 そんな常総生協を知ってもらい、

健康で経済的なくらしの輪を地域に広げてゆきたい。

テーマは「身近な地域で、楽しく仲間づくり」

常総生協のおもしろさ、地域に伝えよう！

　お友達を気軽に誘えて、常総生協を知っても

らうには・・・「食べものの良さをいっしょに作っ

て味わってもらう機会があるといいね！

　折しも世の中はグローバル化して、 食べものもどこ

でどのように作ったものか分からなくなっている。 毎

年年末になるとバターが不足して緊急輸入 ・ ・ ・

でも私たちには身近に安心の牧場がある。

　それなら健康な牛の乳を頂いて自分たちでバター

を作ってみよう。 こんな常総生協のおもしろさを地域

の人たちにも伝えてゆこう。 いっしょの仲間になって

もらおう！

　そこで、 今年は組合員の代表である総代さんが主

役になって、 鈴木さんの原乳を頂いて、 家庭での

バター作りができるようにしよう！常総生協知っても

らって仲間も増やそう！ということになりました。 原乳

からの上手な作り方をみんなで工夫し、 さらにでき

たフレッシュバターを使っての料理も地域で交流し

ましょう。

　地区ごとに総代さんが相談してバター作り講座の

日程が決まってゆきます。 みなさん、 お楽しみに！

（理事長栁町・専務理事伊藤）

安全でおいしい牛乳は、健康な牛から。健康な牛は健康な食

べもの（草）から。健康な草は健康な土から。牧草やサイレー

ジ（トウモロコシの発酵飼料）を持ってきて、その香り、味

わいを消費者組合員に熱心に説明してくれる鈴木牧場の鈴木

さん。その生の乳が頂ける。その原乳から消費者がバターを

作ってしまおうなんて！こんな生産者と畑と食べものが近い

生協があるでしょうか。地域のみんなに伝えよう！

バターができたよ！

原乳（ノンホモ）を静置し
て上に浮いた乳脂肪をす
くってペットボトルに入
れ、少々の塩を加えてシャ
カシャカ振りました。子供
たちはおもしろがって！
やったーバターだ！
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ふくしま飯館村と、 いばらき常総市をつなぐ
　「か－ちゃんの力・プロジェクト」  渡邊とみ子さんお話会

「福島のいま　被災地だから見えてくるもの」

　　＆ お茶っこ交流会　福島から若手お笑い芸人も参加予定！　　

会 場　7 月 25 日（月）13:30 ～ 15:30　（参加費　 無料）
 

会 場　常総市保健センター（常総市水海道森下町 4434-2）
主 催　常総市橋本町町内会・NPO コモンズ・常総生協・茨城県生活協同組合連合会・ワーカー

ズコープちば・フードバンクちば　　　協力：　いばらきコープ

翌 7/ ２６ （火） は、 渡邊さんを生協にお招きして、

「福島のいま」 と郷土料理交流会

「渡邊とみ子さんのお話し会と、 かーちゃんの一品料理で交流会

日 時　7 月 26 日 ( 火 )　10：30 ～ 12：30

　　　10：30 ～ 11：30　渡邊とみ子さんお話会
　　　11：30 ～ 12：30　渡邊さんによる
　　　　　　　　 　　　　かーちゃんの一品調理
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　素材は常総生協で放射能検査済みです！！

会 場　常総生協本部組合員活動室
講 師　渡邊とみ子さん

　　　　　　参加費　無料　（保育はありませんがお子様連れもＯＫです。ゲスト参加も大歓迎！）

渡邊とみ子さんのプロフィールは中刷りのチラシをご覧下さい！

　渡邊とみ子さん（ふくしま「かーちゃんの力・プロジェクト協議会」）

を常総生協にお招きし、原発事故後の 「かーちゃんの力・プロジェ

クトの取組みを中心にお話をいただきます。

　お話のあとはかーちゃん達がたいせつに継承してきたあぶくま

地方の料理 「味噌じゃが」 を実際に作って頂き、 試食します。 こ

の味噌じゃが、 どこにお出ししても大好評のかーちゃん達の一品

です！

7/25　みんなで常総市におじゃましましょう！ 【別刷りチラシご案内】

「特定非営利活動法人かーちゃんの力
・プロジェクトふくしま」
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　2016 年 7 月 1 日 ( 金 )　常総生協本部組合員室
　13 時 30 分～ 16 時　12 人参加。坂東市から若
い男性の参加者があり一同びっくりでした。

【チーム活動報告】
○市町村のセシウム測定データ収集

各自治体とも検査数が減っています。不検出
（ND）が多いですが、タケノコ、シイタケ、山菜、
柑橘類などで検出が続いています。データの公
開方法を検討中です。

① DVD 貸出

お薦めの本の紹介をお届け予定です。今回はコ
ミックを取り上げてみました。

②土壌の測定結果比較

暑くなってきましたので、野外での作業はしば
らくお休みです。秋に再開します。

③児玉先生の著作

生協や他団体のイベントで、4 種類の著作を販
売しています。皆様も是非ご購入ください。

★8月はお休みし、次回は、9/5(月)10時～13時（生
協本部）の予定です。

タイトル 人数 観た場所 観た組合員さんの感想（お礼の言葉は一部省略しました）

祝の島 １ 自宅
原発建設予定地、 山口県上関町から４キロ離れている祝島。 島民の９割が原発に

反対して、１０億円の漁業補償金をうけとらずに、２８年間戦ってきた人たちの物語。

価値のあるものは何かを考えさせられます。

１０００００年後
の安全

１ 自宅

以前に１回この DVD を観たと思うのですが今回お借りしたことで、 より深く観られま

した。 特に、 DVD ケースに入っていたリーフレットが良かったです。 この映画のた

めによく撮影許可がおりたな ・ ・ ・ と驚きました。 原発反対、 賛成に関係なく全て

の地球人に見ていただきたい映画です。 今回お借りした３本の DVD を観てこんな

にも危険で処分のしかたも分かっていないのによくも原発をすすめようとするな・・・

と思いました。 オンカロは人間の欲の成れの果ての姿のようにみえました。

サクリファイス ２ 自宅

ドキュメンタリーとして悲惨な真実を克明に後世に残せたことは意義深いことだと思

う． 翻って、我が国の５年先、１０年先を見据えたとき、今以上に真実は隠蔽され？

国民の命の重さなど蔑ろにした国策の下、 チェルノブイリ同様， サクリファイスとい

う名のごとく空恐ろしい現実と向き合わざるを得ないような気がしてならない。

ヒバクシャ
世界の終わり

２ 自宅
原発は、 劣化ウラン弾などの兵器を作るための材料を確保するため必要だなんて

ひどすぎる。 ２００３年に鎌田さんは気付いていて映画を作ったのにどれだけの人

が、 これを見ることができただろうか？もっと多くの人に見てほしいです。

ホワイトホース １ 自宅
静寂の中から伝わってくる不気味さが、 これからの福島原発の近い未来に重なります。

主人公マキシムの「ちくしょう」 「何もかも台無しにして」 ２００７年に亡くなった彼の人生を、

本当に台無しにしたのは原発だったと思います。

「小さな上映会だより 2016-(6)」 （生協ＤＶＤ貸出状況）　脱原発とくらし見直し委員会

生協の DVD ライブラリーから貸出しをしています。注文用紙意見欄に「DVD 貸出～題名」をお書き下さい。

第 55 回 脱原発とくらし見直し委員会 催し案内

「東海第２原発の裁判で
わかってきたこと」

日時　７/ ２３ （土） 14:00 ～ 16:00

会場　牛久かっぱの里生涯学習センター

主催　原発いらない牛久の会 / 東海第２原発再稼

働に反対する茨城県自治体議員連盟

講師　大石光伸 （東海第２原発運転差止訴訟原告団協

同代表 ・ 常総生

協前副理事長）


