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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～

【2017 年 11 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。
• ゆるカフェ 11 月は生協まつりの準備等で開催中止となり

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。

★生協まつり実行委員会打ち合わせ （11/22 （水））
11/11 （土） 鈴木牧場産地交流会②
11/16 （木） 鈴木牧場産地交流会③
11/18 （土） 光風台まつり、 歴史を学ぼう市民講座
11/19 （日） まめいち
11/25 （土） 生協まつり
11/29 （水） 理事会

11/9 （木） 茨城訴訟団会議
11/11-12 （土、 日） 関西よつ葉連絡会交流会

　　　　　　　　

組合員と鈴木牧場の 18 年の想いが募った

牛乳プラント工房 12 月着工に向けて、組

合員の気持ちを寄せていきましょう !!

※ 2-3P で特別増資の目的とルールの説明をしています。ご覧ください。

注文番号： にて 1 年間

の特別増資を募ります !! ご協力宜

しくお願い致します !!
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特別増資について （専務理事　伊藤　博久）

〇牛乳は利益率が低く、個人酪農家では厳しい現状。

　農林水産省が発表した平成 29 年農業物価指数をみ

ると、 生乳 1 ㌔に対し平均 101.5 円程度で取り引きさ

れています。 とれる生乳の量は牛 1 頭あたり一日 27 ㌔

から 28 ㌔です。 つまり 1 日あたり乳牛 1 頭につき 2,800

円程度と考えられます。 鈴木牧場に当てはめると、 乳

牛の頭数が 30 頭います。 搾乳量は牛の健康を第一に

考えて飼料を与えているので、1 頭あたり 21-22 ㌔です。

1 日あたり乳牛 1 頭につき 2,200 円程度となります。 一

般的な搾乳量より低くても成り立つのは、 鈴木牧場が

加工品を行っている事。 常総生協の組合員がヨーグル

トやチーズを購入している事が大きいのです。

　肥育頭数にもよりますが、 牛舎などの維持費、 人件費、 光熱費、 借入金の返済などを考えると、 現在

の牛乳の価格は酪農業を営む上で最低ラインぎりぎりと考えられるでしょう。 酪農家も利益を追求するた

め、 牛の健康を度外視しても搾乳を絞れるだけ絞る、 乳が出やすい様に餌も高カロリーの配合飼料を食

べさせたり、 頭数が沢山必要なので、 アニマルファクトリーみたいな工場生産的な酪農をしている所もあ

ります。 そうでもしなければ、 牛乳とういう商品は成り立たないのも事実です。 市場で出されている牛乳

が安価なのもそうした生産の背景があるからです。

〇オンリーワンの牧場から生まれる私たちの牛乳。

　鈴木牧場として今回の牛乳プラント工房建築

や牛乳としての商品開発は、 息子夫婦が牧場を

担ってくれることになり、 「それならば常総生協の

組合員が長年望んでいてくれている牛乳を、 将

来へ託すという意味でもやろう !」 と決断をされま

した。 通常牛乳という商品は利益率が低いので、

個人の酪農家だけではやりきれず、 仲間同士で

集まって、原乳を出荷していきます。 同じ考えで、

同様の酪農の仕方をしている生産者同士で行っ

ていれば （サツラク牛乳は鈴木牧場と同様に 「よ

い生乳は健康な牛からしぼられる。 それにはま

ず良い土をつくること。」 の志を持っている酪農

家同士が協同組合を作って行っています。） 良

いのですが、 鈴木さんと同様の酪農をしている

方は近くにはいませんし、 日本中を探してもなかなか見つかるものでもありません。 「おいしい牛乳は土

作りから」 をモットーにしている鈴木牧場のヨーグルト、 チーズはもちろん、 牛乳もオンリーワンと言え

るでしょう !!

生乳価格（総合乳価）（月別全国平均） 
（単位：円／10kg、％）

前年同月比

 2017/1 29/1 1,003 100.4
2 2 1,009 100.3
3 3 1,008 101.6
4 4 996 100.1
5 5 1,018 101.8
6 6 1,014 100.1
7 7 1,029 101.1
8 8 1,033 102.3
9 9 1,030 99.9

データ元：農林水産省「農業物価統計」

価格
年・月
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〇私たち消費者が地域の生産者を支えていく事が大切です。

　鈴木牧場に限ったことではありませんが、 地域の産物を自分たちで消費していく事が一番と考えます。

遠くから取り寄せるには、 輸送するためのエネルギー、 人的なエネルギーと様々なエネルギーコストが

上乗せされます。 安価で提供するために大量生産、 工業的な生産が求められます。 　地域で頑張って

いるオンリーワンな生産者を支えていくには地域の消費者の理解と、 協力が必要です。 今回の鈴木牧

場の牛乳プラント工房を建築していく上で、 借入をしながら経営的なリスクを背負って牛乳開発に挑んで

くれます。 鈴木牧場と常総生協の協同の商品開発として、 生産者のリスク軽減として特別増資運動、 生

協へ集う仲間づくりの強化を行っていき、 生産者と共にものづくりをしていきます。

【特別増資運動について】

〇改めて出資金とは

生協は、 組合員で出しあった出資金を元に運営を行う組織です。 目

的は、 「組合員の生活を豊かにすること」。 生協と名の付く団体はたく

さんありますが、 それぞれが独立した組織として運営されています。 出

資金は、 原則として、 生協を脱退するときに全額返還されます。 出資

金は、 単なる生協の利用料ではなく、 生協を運営するために一時的に預けるお金なので、 脱退すると

きに返還してもらえるのです。 増資とは後から出資金を増やす事を言います。 通常の任意増資は注文

用紙の任意増資欄に何も記載が無ければ 100 円の増資になります。 記入欄に 【99】 と記載されると増

資しないという事になり、 増やしたい場合は 1 口 100 円単位で数字を記載すれば増資されます。 　生協

の基盤を少しずつでも強くしていくために、 多くの組合員が増資に協力してくださっています。 過去には

トラックの購入を目的に特別増資運動を募ったことがあります。

〇特別増資のルール（是非ご協力ください !!）

左の画像は11月4回の鈴木牧場の商品です。食べて支え合う!!

美味しさを伝え、 拡げていく事からはじめましょう !! 今週のカタ

ログでクイズがあります。

※正解はカタログ 9P に掲載しています。

1. 期間を 1 年間 （2017 年 11 月 4 回～ 2018 年 11 月 4 回） とし、 1 口 500 円の特別増

資としていきます。

2. 任意増資とは別に特別増資枠を設け、 特別増資運動として行っていきます。

3. 特別増資の募り方は 6 ケタの注文番号 で 1 年間の固定番号として行って

いきます。

4. 月末の請求書で任意増資と特別増資は合算された生協への出資金となります。

500250
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11 月 25 日開催 !! 生協まつりの解説　～その 2 ～　出店生産者、 メーカーのお知らせ

【生産者、メーカー以外のブース】

生協物販ブース、キッチン car でのうどん調理・販売、乾物一座による手作りキムチの試食会、綿く
りブース、お菓子屋さん（駄菓子屋をイメージ）

業者名 ブース体験内容 出展内容

藤井養蜂場 はちみつキャラメルポップコーン作り はちみつの販売

片山 甘酒とマイグルトの飲み比べ 醗酵食品、酒類の販売

黒澤ライスサービス キズナ巻き 地酒、海鮮物の販売

トクスイコーポレーション ━ 魚の販売

ニッコー ━
肉まん蒸して販売or餃子焼い
て販売

塩屋

タカショウ東京営業所

高橋徳治商店 お魚クイズ（予定）
いわし団子のスープ（茨城の野
菜を使って）販売

リアス ━ 海藻類販売

茨城ベーグル ━
ベーグルサンドの販売（その場
でトースト＆サンド）

鈴木牧場 さけるチーズづくり体験 チーズ、ヨーグルトの試食販売

浅野農園 ━ 野菜の販売

清水農園 ━ 野菜の販売

微生物農法の会 ━ 野菜の販売

やさとの仲間 ポップコーンの粒はずし 野菜の販売

彩生舎 水の彩を使った「セルフハンドマッサージ」 化粧品の販売

創健社 ━
マヨネーズやだし一番シリーズ
等の販売

ハイム化粧品 ━ 化粧品販売

山田洋治商店
回収した紙パックで紙漉き体験「手作りハガキを
作ってみよう」

せっけんの街 シャボン玉、コネコネ石けん体験

中津ミート ━
スモークレバー、ウインナーの
試食販売

おかべや

東町特栽米組合 ━ お米の販売

ミートパル村山（岩瀬牧場） ━
揚げたてコロッケ＆豚焼肉の
販売

松永農園
びわの葉を細かく刻んで入浴剤作り（びわ葉、よ
もぎ、みかん、ローズマリーなど）、先着20名様／
びわの葉詰め放題

レモン、ジャムの販売

ケイミー・オフィス

コタニ わかめの芯抜きと茎わかめの剣山引き 海藻類の販売
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家族で！地域で友人といっしょに！『小さな上映会』しませんか！　【脱原発と暮らし見直し委員会】

脱原発と暮らし見直し委員会」では、原発をはじめ暮らしや食について身近で学べたり話し合ったり
できるようにと、生協にあるＤＶＤや組合員から寄贈されたＤＶＤ、講演会の録画などを組合員の中
で共有しようと『小さな上映会』活動が始まりました。観られた感想もニュースでお伝えしています。
【貸出方法】　①添付の申し込み書を生協へ（足りない場合は注文書の空欄で）　②供給便でお届け　
③供給便で返却（貸出期間は原則 1週間から 2週間です）　※希望が多いものはお待ちいただくこと
がありますのでご了承ください。

分類 No. DVD　タイトル 制作年 収録時間 制作者・概要・その他

1
祝の島（ほうりのしま）
1000年先にいのちはつづく

2010年 105分
1982年島の対岸に原発建設計画が持ち上がった。「海と山

さえあれば生きていける。だからわしらの代で海は売れん」。

島民の28年に及ぶ反対の歴史。纐纈あや監督

2 福島　六ヶ所　未来への伝言 2012年 105分
12年間六ヶ所村に生活して取材した島田恵監督による六ヶ

所核燃料サイクル基地と人々の歴史。六ヶ所みらい映画プ

ロジェクト

3 内部被ばくを生き抜く 2012年 80分
4人の医師が語る経験・広島・チェルノブイリーイラクー
福島　　鎌仲ひとみ監督

4 ミツバチの羽音と地球の回転 2010年 116分
祝島とスウェーデンでエネルギー自立に取り組む人々
の物語　　鎌仲ひとみ監督

5 六ヶ所村ラプソディー 2008年 119分
再処理工場の周辺で暮らす六ヶ所村の人々の葛藤を描く。

鎌仲ひとみ監督

6
ヒバクシャ　HIBAKUSHA
世界の終わりに

2003年 116分
国境のない核汚染イラク・アメリカ・日本の現実。　　鎌
仲ひとみ監督

7 チェルノブイリハート 2003年 61分
放射能の影響で心臓に重度の障害を持った子どもたち
のこと

8 100,000年後の安全 2009年 79分 フィンランド地層処分の現実　　M.モドセン監督　

9
放射性廃棄物
～終わらない悪夢～

2009年 92分
世界中で漏れ出ている放射能。　核燃料サイクルの恐るべ

き実態。

10
「フタバから遠く離れて」
避難所から見た原発と日本社会

2012年 96分
故郷から遠く離れた避難所で暮らす福島県双葉町町民の

日常。　　　舩橋淳監督

11 サクリファイス　犠牲者 2003年 25分 チェルノブイリ原発事故処理作業者の知られざる真実

12
真実はどこに？　WHOとIAEA
放射能汚染を巡って

2004年 51分 チェルノブイリ事故の被害の実態が、いかに隠蔽されたか

13
「知らされなかった核汚染」
NHK　BSドキュメンタリー

2006年 50分 被ばく60年・マーシャル諸島の現実。岩崎充利撮影編集

14 脱原発いのちの闘争(2枚組） 2011年
103分
32分

川内原発・玄海原発の再稼働阻止と福島の女性たちの脱

原発の行動の記録。　西山正啓監督

15 みえない雲 1995年 103分
チェルノブイリ事故の翌年ドイツで書かれた小説の映画化。

原発事故が引き起こす極限状態を描く。小さな街の混乱と

惨事を追う。

16 チェルノブイリ28年目の子どもたち 2014年 43分 低線量被曝の現場から。Our Planet TV 

17 ナージャの村 1997年 118分
ベラルーシ・ドゥヂチ村。原発事故による高汚染地域に住み

続ける人々を追ったドキュメンタリー

18
東京原発　東京には原発が必要
だ！！

2002年 110分
質の良い落語を聞いているようで、原発のことがよく解る。主

演　役所広司。

19
放射能内部汚染被曝から子どもを守る
ために

2011年 23分
放射能による健康への影響を分かりやすく紹介。免疫力を

上げる食べ方・暮らし方を提案。

20 「原発新基準　世界最高の安全は」 2013年 25分 ＮＨＫ　クローズアップ現代より。

21
はだしのゲンが見たヒロシマ　「ヒロ
シマ×ゲン」

2011年 77分
漫画家中沢啓治が自身の生い立ち、広島での被爆体験か

ら『はだしのゲン』を描くまでの半生を語る。石田優子監督

22
はだしのゲン誕生物語
NHK　BSドキュメンタリー

1995年 60分
はだしのゲン作者中沢啓治インタビュー　　　岩崎充利撮影

編集

23
「よみがえる科学者　－水戸巌と３．
１１－」

2016年
物理学者として原発の危険性を訴え続け、山岳遭難で夭逝

した水戸巌、その運動を引き継ぐ家族のドキュメンタリー。大

阪毎日放送制作

24
2010　わしも死の海におった～証
言・被災漁船50年目の真実

2010年 57分
ビキニ水爆実験による被ばくの証言。南海放送/高知県太

平洋核実験被災支援センター

25
かもめの視線
～あの日から2年半の軌跡～

2013年 119分
いわきの美しい海岸線の風景をパラグライダーで伝えてきた

『かもめの視線』。震災後も撮り溜めた映像の数々。

小さな上映会 DVD 貸出リスト　（表）　保存版　2017年11月版

原
発
・
被
ば
く
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キリトリ

　　【小さな上映会　ＤＶＤ　貸出希望】 （脱原発と暮らし見直し委員会行き）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　 組合員No.　　　　　　　　　　　　　　　　

コース名　　　　　　　　　　　　　　　 班名　　　　　　　　　　　　Tel

希望ＤＶＤ　　　　　　　　Ｎｏ．　　　　　　　　　　題名　　　　　　　　　　　　　　　　　

希望ＤＶＤ　　　　　　　　Ｎｏ．　　　　　　　　　　題名　　　　　　　　　　　　　　　　　

分類 No. DVD　タイトル 制作年 収録時間 制作者・概要・その他

26
「子どもたちを放射能から守るため
に」児玉順一先生講演録

2014年 120分超
小児科医児玉順一先生2014年1月16日常総生協での講演

録

27
「私たちは原発と暮らして幸せです
か？」海渡弁護士講演録

2015年 77分
弁護士が制作した『日本と原発』　上映会と同時開催された

海渡雄一弁護士による講演の記録。

28
子どもたちを守りたい
県境を越えてつながる母親たち

2016年 26分
福島原発事故による被ばくの現実に、関東の母親たちが県

域を越えてつながる姿を追った記録。Our Planet TV

29 Friend after 3.11 2014年 135分

岩井俊二監督。福島原発事故について政府も学者もメディ

アも真実を伝えなかった。小出裕章氏、吉原毅氏（当時城

南信用金庫理事長）他多くの人からの聞き取り。未来に向け

てどう考えてゆくべきか。震災半年後の東北の映像もしっか

り残されている。

30 Tohoku Stories (Then & Now) 2012年 17分
東北ドキュメンタリー映画。ジェフリー・ジョウサン＆イバン・コ

バック。東北、福島を忘れないために多くの方に見ていただ

けるよう。

51 フードインク 2011年 94分
食品の安全や業界の裏側に鋭く切り込んだフードドキュメン

タリー

52 モンサントの不自然な食べもの 2012年 108分 遺伝子組み換え食品を巡る食といのちのドキュメンタリー

53 未来の食卓 2009年 108分
学校と高齢者の給食をオーガニックにする試みに挑戦した

南フランスの村のドキュメンタリー

54 自然と共存する農のカタチ 2010年 12分
やさとで有機農業40年の魚住農園の畑は天敵が共生し農

薬は必要ない。命のつながりの映像。日本有機農業研究会

55 土の讃歌 2012年 104分 日本有機農業研究会科学部

56 ミツバチからのメッセージ 2010年 57分
ネオニコチノイド農薬とミツバチの生態系、子どもたちの脳。

岩崎充利構成撮影

57 赤とんぼがいない秋 2012年 61分
ネオニコチノイド農薬と小動物たち。　岩崎充利演出撮影編

集

58
NICOTIN BEES　 (ニコチンまみれの
ミツバチ)　　日本語字幕版

53分
アメリカ、ヨーロッパ、カナダなどの養蜂家を訪ね、現場から

ネオニコチノイド系農薬の実体を検証した記録。

59 あまくない砂糖の話 2015年
　102分

＋15分

日本でもメタボが社会問題となっている。フルーツたっぷりの

スムージーやヨーグルトなど健康に良いと思われている食品

に大量の砂糖が隠されているとしたら…

71 ひめゆりの塔 1953年 127分
太平洋戦争末期、米軍の総攻撃を受けて沖縄島の南端に

散ったひめゆり学徒200余名の記録を映画化。全国劇場公

開作品

72 誰も知らない基地のこと 2012年 74分
世界中の米軍基地で様々な問題が起こっている。なぜ基地

はなくならないのか？なぜ基地は増え続けるのか。

73 戦争のつくり方 2010年 ７分
戦争が起こる前の社会現象をアニメで。他のＤＶＤと一緒に

借りて観ると有効では。

74 命に国境はない 115分
高遠菜緒子さんのイラク報告。イラクでボランティア活動をし

ている彼女が自分で見た現状、仲間から得た映像で、一般

のメディアでは知らされていない戦争の現実を伝える。
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