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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 ~ ～

特別増資 500250　生協子ども基金 5020252 にて毎週受け付けています、 ご協力の程宜しくお願い致します。

2018 年 4 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】

• ゴンタの丘 「常総っこ応援団」 は春休み中、 3/29、 4/5

はお休みです。 4 月以降の活動については、 改めてお知

らせいたします。

• ゆるカフェ 4 月は第 4火曜日 （24 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。

4/3 （火） 私たちのくらしと憲法

4/4 （水） 脱原発とくらし見直し委員会

4/8 （日） 桜まつり （利根町）

4/7 （土） 青空マルシェ （常総生協）

4/12 （木） まめいち

4/15 （日） まめいち

4/25 （水） 定例理事会

4/14 （土）小泉純一郎元総理講演会（茨城県民文化センター）

4/21 （土） サンフル柏店にて朝市

　　　　　　　雫の会とのコラボイベント （常総生協）

4/28 （土） ポケットファームどきどき牛久店にて出店

タテバージョン

ヨコバージョン

2 パターンのチラシができました。4 月から常総生協の供給
エリアを対象に新聞折込をして配布していきます。

〇 2018 年度春の常総生協強化月間（4-6 月）が始まります。

　今年の 「仲間づくり」 630 名を目標に。 強化月間 （4-6 月） で 230 名の 「仲

間づくり」 を目指します !!

〇ポスティング協力組合員さん募集 !!　

　「地域に配布するのを手伝っても良いよ！」 という組合員さんの協力をお願い致

します。 供給担当又は、 常総生協本部 （0297-48-4911） までにご連絡ください。

常総生協を地域にお知らせする新チラシ完成 !!
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牛乳 PJ （プロジェクト） による牛乳コラム
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○太陽油脂・パックスナチュロン ボディ
ソープ NO.828、829
子供用にイチオシ。

○太陽油脂・パックスお風呂洗い石けん
NO.804、805
お風呂洗い担当の小学生もお気に入りで
す。

○ボーソー油脂・安心生活 洗濯用液体
石けん NO.789、790

○ 太 陽 油 脂 パ ッ ク ス 酸 素 系 漂 白 剤
No.800、801
洗濯はこのふたつをダブル使いしてま
す。

○太陽油脂 パックスお肌しあわせハン
ドソープ NO.869、870
ちびっ子用にも普通に良いです、洗面所

と台所でも使ってます！ 

今回のコラム担当　いしかわからのおすすめせっけん商品 !!　
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【特別増資のご案内＆ルール】
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 500250 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。

※組合員からの要望で、「定期的に自動で増資できると良いな～」の声にお応えし、契約商品みたいに特

別増資をサイクル的に自動的に増資できるようになりました。下記の申し込み用紙に記入してご提出く

ださい。用紙以外での定期登録はできません。予備は供給担当が持っていますので、必要な方は供給担

当までおっしゃって下さい。

特別増資定期登録申込用紙

コース名　　　　　　　　　　　組合員番号　　　　　　　　　　　　　　お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　

希望口数 （1 口 500 円）　　　　　　口　　希望サイクル （〇を付けて下さい）　　　毎週　 ・ 　隔週

希望開始回　　　　月　　　回から希望します。 　　　　

キリトリ

特別増資の予約増資ができる様になりました♪

　鈴木牧場と常総生協とのお付き合いも今年で 18 年

になります。 当初は、 当時供給していた地場牛乳 85 

名の生産者の中のお一人という形でのお付き合いのス

タートでしたが、 地元に 「こんなにすごい酪農家さん

がいる」 「いずれは酪農家を限定した牛乳の開発をし

たい」という思いで始まった地場牛乳の取り組みでした。

　酪農は生産者と消費者の直接の接点がなかなか無い

のですが、 鈴木さんは積極的に常総生協組合員を受

け入れて下さり、 多くの組合員が産地交流会に参加し

てきました。 産地交流会で飲む「鈴木牧場だけの牛乳」

は明らかに別物の味、 「鈴木さんだけの牛乳を飲みた

い」 というのが参加者みんなの感想でした。

　酪農家個人で牛乳プラントを準備することは無理があ

り、 「鈴木さんの牛乳」 の実現はかないませんでした。

　そうした中で 「鈴木さんだけの原乳」 を使った製品を

いただけるようになったのが、 2004 年のヨーグルトの供

給開始でした。 当時の組合員にとっては待望の商品で

した。 2009 年には鈴木さんの長年の夢だった 「チー

ズ製造」 がスタート。

　「良質な牛乳は健康な牛から。 健康な牛は良い牧草、

そして健全な土から」 の取り組みが組合員、 また地域

の人々に理解され、 ヨーグルトとチーズの利用が安定

していること、 そして息子さん夫婦が酪農経営に参加

されたことから、 鈴木さんは 「牛乳」 に踏み出すことを

今年決断されました。 　このような経緯で鈴木さんと常

総生協組合員の長年の想

いが来年にはようやく形に

なる予定です。 来年 6 月

の総代会にはお披露目で

きるように準備を進めていき

ます。

★特別増資のご協力をお願い致します。
生産者が生協の想いをくんで 「牛乳開発」 に取り組んでくれている

事に対し、 生産者だけにまかせるのではなく、 消費者である私たちも

協力して、 協同の 「商品開発」 をしていきたいと思います。

・充填機 250 万円

・洗浄機 75 万円

・牛乳瓶 1 ロット代（1,000 本　約 12 万円 )

これらを生協の方で援助するために、 350 万円の特別増資を募る事を目標とします。 現在 （2018/3/21 時

点）、 で 168 万円が集まっています。 残り 182 万円を 2018 年 11 月 4 回の期限までに呼びかけを強化して

いきたいと思います。 ご協力宜しくお願いします。

完成イメージ図


