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【生協からのご連絡】 配達料の年次精算

昨年度４～８月にお預かりしていました

「配達料」 の年度末精算をさせて頂きます。
　生協の財政基盤強化のため３年間の期限つきでご協力をお願い

していました 「配達料」 ですが、 昨年は 4 月 1 回の供給分から 8

月 4 回まで （それ以降は配達料は解消になっております） ご力協

頂きました。 支えて頂き本当にありがとうございました。

　配達料は年間の利用が目標基準を超えている場合はご返却する

事が約束で、 下記の基準を満たしている場合は返却 （４月度請求

にて精算） をさせて頂きます。

●精算の基準は？

年間利用額の合計が、 税抜 28 万円 （税込 30 万

2,400 円） を超える場合、 お預かりしていた配達料

を返還致します。

※班 （グループ） については、 班合計で上記基準を満たし

ている場合、 そのメンバー全員が返還の対象となります。

●精算の方法は？

a) ４月分の商品代⾦と相殺 （充当）

b) 出資⾦に振り替え （増資）

が選べます。

※対象者には４⽉２ 回〜４ 回の３ 週間の間に上記

どちらかの精算方法を決めてもらいます。 注文書の

意見欄にご希望の精算方法をご記入下さい （ネット

注文者はご意見欄にご記入頂きます）

●いつ精算されますか？

「４月分の請求書」 にて、 上記のご希望された⽅法

で精算します。

【年間利用額の確認⽅法】
来週配布されます３月請求書の
下段をご確認下さい。

「請求書」の
ココに注目！
（年間利用額の合計が税
込 294,000 円の方が精
算の対象になります）

今月末週にお届けされる 「３月度請求書」 下段をご確認下さい。

年間利用金額と、 配達料返還がある場合は返還金額が記載されています。

※ご不明な点ががございましたら、 お気軽に配達職員または生協本部までお問い合わせ下さい。

【こんな場合はどうなりますか？】

● 3 月 5 回前に脱退した場合は返金されますか？

　　　 ・ 配達料は返金されません。

● 4 月分の商品代金と相殺を選択した場合、 商

品請求代金よりも、配達料返金額の方が多かっ

た場合差額は返金されますか？

・ 差額は返金せず、 残金は出資金に振り替 

えます。

●返金の基準に達しているにもかかわらず、 なに

も連絡しない場合はどうなりますか？

　　　 ・ 出資金に振り替えます。



2

　1 月 17 日、飯館村から福島市内の借り上げ

住宅に避難されている佐々木千栄子さんを訪

問しました。

農家レストラン 「気まぐれ茶屋ちえこ」

　千栄子さんは飯館村が合併論争の末、合併

せずに自立の道を進むことを選んだとき、村

おこしの役に立ちたいという想いから、どぶ

ろく特区の認定を取って原材料からどぶろく

作りを始めたそうです。

　また農家としての自立もせねばと、還暦を

迎え、「農家レストラン気まぐれ茶屋ちえこ」

を立ち上げて、村に来る方たちへ自宅の畑や

山で採れる旬のおいしい田舎料理でおもてな

しし、喜ばれていたそうです。

　癌を患ったことも

あったけれど、それも

笑い飛ばし、朝から晩

まで働いて、みんなに

喜ばれることがしあわ

せだという元気者のかあちゃんで、村でも有

名でした。

原発事故、 そして全村避難

　ようやく茶屋も軌道に乗り始めたそんな矢

先、原発事故が起こり、全村避難という事態

になりました。

　千栄子さんが福島市に移ってきたのは 2011

年 6 月、仮設住宅は満員で入れず、借り上げ

住宅に入りました。そのため、地域の人たち

とのつながりや情報も減ってしまい、孤独と

不安で精神安定剤を飲まないと眠れないほど

になり、いまもそれが続いているそうです。

　借り上げの小さな部屋には不釣り合いなほ

ど大きなテレビが置かれています。聞くと、「近

くに誰かがいてくれるように感じるから」と、

千栄子さんの寂しさを象徴しているように思

いました。

 【福島市】　全村避難 ・ 飯館村から福島市へ 福島を忘れない （４）

事故前の村のお祭り　　　　　　　2015.1.17 飯館村　汚染土が ・ ・ ・

仲間と共に助け合い、 生きていく
「あの日はみんなと喋れたのがうれしくて、

夜も興奮して寝られなかったよ～」

和小物づくりの仲間たち
借り上げ住宅はポツンポツンと離れており、 なかなか集まるのが難しいけど、 集まれば笑

顔と元気が。 避難５年を経て、どこに自分たちの根をおろすか選択と決断を考え始めた・・・

飯館村に残るきまぐれ茶屋ちえこ
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小さな仕事おこし

　村での生活とは一変し、やることも会う人も

いない避難先の生活で気持ちがおかしくなりそ

うだという村の友だちもたくさんいます。

　そういう人たちのために、なにか慰めになる

ことをと、千栄子さんが思いついたのが和小物

づくりでした。

　県外の知り合いに着なくなった古い着物を

送ってもらい、それを使って「までぇに、までぇ

に（飯舘の方言「丁寧に、心を込めて」の意）」

手提げかばんやブックカバー、ストラップなど

のかわいらしい小物を作ります。

　数人で始めたこの小さな取り組みは、「やる

ことがあると生活に張りが出る」と徐々に増え、

いまでは避難中のかあちゃんや地域のかあちゃ

ん達 60 人ほどにまで広まって、いきがいづく

りとなっています。

　作った小物は支援してくれる団体などにより

展示販売もされたそうですが、震災の風化が進

むなか、今ではそうした機会もほとんどなく

なっているそうです。

本当の復興はこれからだよ ・ ・ ・

千栄子さんは言います。

「今、ここにきて、“復興”ってことばが自

分のこととして感じたよ。やろうという思

いがついてきた。

　ずっと“復興”、“復興”って言われてき

たけど、騒いでいたのは外の人たちばかり

で自分のこととは思えなかった。たくさん

のお金が福島には入れられたみたいだけれ

ど、それは起こったこと（原発事故）に対

しての慰みみたいなもんだ。ごまかしだ。

　でも、来年の帰村のタイミングが、どこ

に自分たちの根っこをおろすところにする

のかをみんなが真剣に考え始めたの。

　避難先に暮らし続ける人たち。村に帰る

人たち。それぞれが暮らしていく場所に

根っこをおろして、前を向いて歩いていく。

本当の復興はこれからだよ。だから、こう

して来続けて応援してくれる人たちとのつ

ながりがうれしいんだ。ありがとねえ」。

までぇのおもてなし

　訪問した際、千栄子さんは自慢の手料理、福

島名物「いか人参」と大根と鶏の煮物、舞茸の

おこわでおもてなしをしてくれました。

　来てくれるのが楽しみで、前の日から仕込ん

でくれていたそうです。寒く小さな台所で、千

栄子さんがこのおいしいご飯をまでぇに作って

くれている様子が目に浮かびました。

お水を取りにくる人たちと会う楽しみ

　今回はフードバンクちばとワーカーズコープ

ちばの皆さんが同行し、支援物資としてたくさ

んの飲料水をお届けしました。

　村に一時帰宅する際や小さなお子さんがいる

家庭では水への不安などがあるため、お水はと

ても役立つとのことでした。

　千栄子さんはこうした支援物資を避難中の

方々へ分け合うそうで、お水を取りに来られた

人たちと情報交換や世間話をするのが一番の楽

しみなんだと語ってくれました。

　短い滞在時間でしたが、 なんだか実家に帰っ

たような、 ほっこりとした気持ちにさせてもらい

ました。

　私個人には 「早く結婚しなさい」 と千栄子さ

んからのアドバイスがあり （汗）、 伊藤業務部

長は嫁と姑問題の悩みを相談して、 秒速で解

決してもらっていました （笑）。 かあちゃん、 さ

すがです。

　今回の私たちの訪問がとても嬉しかったそう

で、 後日電話で、 「あの日はみんなと喋れたの

がうれしくて、夜も興奮して寝られなかったよ～」

と教えてくれました。

　事故後５年が経ちますが、 見た目の復興ばか

り速やかに進められ、目に見えない 「心の復興」

「放射能汚染」 については依然解決されていな

い福島を五感で味わった一日になりました。

（組織供給部　矢島裕也）
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　⽉に一度みんなで集まって原発のこと、放射能のこと、電力自由化でどの電力会社を選ぶのか？、太陽光
パネルで外国資本が日本の山を買収していること、常総市の水害のこと、子どもたちへのおすすめの絵本の
紹介や、生協で子ども文庫つくりたいね・・・などなどいろいろな情報交換しています。
　2015 年度はチームをつくって、自治体セシウム検査データ
収集、DVD 貸出、土壌調査、児玉先生講演録出版、崎山比早
子先生講演会などをすすめました。
　2016 年度は「組合員に伝えよう！共有しよう」をテーマに
活動をすすめる予定です。
　次回は４月４日 （月） 10 時～　生協本部組合員室にて

　　午後１時からは計画している映画の試写会をおこないます。

※いつも貴重な感想をありがとうございます。 お子様の感想が含まれていたり、 貴重な記録と思います。 編集の都合上、 書

いてくださった方の気持ちを損なわないように、 表現をいくらか変えている場合も有ります。 ご了承ください。

タイトル 観た
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 自分の代で、 海を汚したくないという、 島の方々の思いが伝わってきます。

１ 自宅 島の方達が、 自分たちの意思で島を守っている。 ずっと平和な島であってほしい。

ミツバチの羽音
と地球の回転

３ 自宅 祝島の皆様の活動に感動しました。 原発稼動反対運動を支援していきたい。

２ 自宅 祝島の人々の情熱に感動。 希望を感じました。 自分に何が出来るか考えさせられた

８ 幼稚園 スウェーデンのように、 自然エネルギーの活用、 電力自由化の必要。 福島事故後も状況
がかわらず、 がっかり。 政治にもっと興味を持たなければ。

１ 自宅 自然界の生態系の異変に向き合わなければ、 地球は破滅に向かってしまう。 私たちが出
来ること、 継続してできることを、 家族で話し合ってみます。

内部被ばくを
生き抜く

１ 自宅 このＤＶＤを多くの人に観てもらいたい。 影響が次の世代に及ぶことを知ってもどうすること
も出来ない現実と不安。 除染などで済むことでしょうか？

六ヶ所村
ラプソディー

２ 自宅 未来を考え行動を続ける人々、 今だけ生き抜くために核産業に呑まれて行く人々。

１ 自宅 空、 海、 地上が汚染されても、 目の前だけしか考えられない国と人。

ヒバククシャ
世界の終わり

２ 自宅 世界に広がる被爆汚染。 この被害は目に見えないから恐ろしい。 原子力の研究者は初め
人類の為になると思っていた。

サクリファイス
（犠牲者）

２ 自宅 終わったように感じる福島事故。 終わっていない。 いろいろ出てくるでしょう。 でも情報はトッ
プシークレット。 情報を求めて、 アンテナを高く ・ ・ ・ 。

ミツバチからの
メッセージ

４ 自宅
ネオニコチノイド系の農薬の恐ろしさが分かりました。 情報がたくさんありました。

赤とんぼが
いない秋

１ 自宅
当然のように使われている農薬と日本の基準の甘さに怒りを覚えました。 発達障害への影
響、 アトピーの原因等分かっていることを見て見ぬ振りをしている。

モンサントの不
自然な食べ物

２ 自宅 恐ろしいと思いました。

１ 自宅 とても怖い話でした。 私達は （食べ物を） 自分で選んでいかないといけないのですね。

１ 自宅
一企業の利益のために健康や命はこれほどまでに、 軽んじられている現実に怒りを覚えま
した。 このような事実を知って、 行動することで、 大切なものを守らなくては。 常総生協は
その一役を担っていると感じました。

いのちの食べ方 １ 自宅 命あるものを頂いて自分があるということを感じました。 今後もいっそう感謝をして食事をし
たいと思いました。

フードインク

２ 自宅 食べ物の流通が間違っている。 モンサントにここまで操られているのか ・ ・ ・ 。 食事の内
容はもちろん、 生き方を見直さなくては。 多くの人にこの映画を観て欲しい。

３ 自宅 家族といろいろ話しながら見ました。 ７歳の子は ｢ お母さん、 これを観て食べていい物、
悪い物を教えてね」 といわれました。 １０歳の子は 「分かり易い」 と言ってます。

２ 自宅 一人でも多くの人に観てほしい。 知ると知らないとでは、 差が大きい！

未来の食卓

２ 自宅 学校の栄養士の先生に観て貰いたい。 最近の給食は加工品が多く見受けられます。 子供
たちの未来のために、 一歩を前に踏み出す。

１ 自宅 給食をオーガニックにするという取り組み、 すばらしい！牛乳をなくしたり、 無農薬の物を
使ったり。 子供のために、 毎日のことだから、 出来る所からやっていきたい！

２ 自宅 農薬、 化学薬品のなんと恐ろしい事！子ども達が学校で野菜作りを経験していく事は大事
ですね。 大人も知った大事なことを伝えていかなくてはいけない。

DVD 貸出の申込みは、 注文書意見欄に題名と貸出希望と書いて生協まで。

「小さな上映会だより 2015-(8)」 （生協ＤＶＤ貸出状況）　脱原発とくらし見直し委員会

脱原発とくらし見直し委員会にごいっしょしませんか！



5

【参加の呼びかけ】 ３．２６代々木公園にみんなで集まろう！

主催：さようなら原発1000万人アクション／原発をなくす全国連絡会／首都圏反原発連合／反原発運動全国連絡会
●さようなら原発1000万人アクション実行委員会　東京都千代田区神田駿河台3-2-11 連合会館1F 原水爆禁止日本国民会議 気付　
　e-mail：sayonara.nukes@gmail.com／Tel：03-5289-8224／Fax：03-5289-8223●原発をなくす全国連絡会　事務局：東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター 全労連会館内 Tel：03-5842-6451
●首都圏反原発連合　e-mail：info@coalitionagainstnukes.jp／Tel：080-9195-2668／Twitter：＠MCANjp
●反原発運動全国連絡会　東京都新宿区住吉町8-5 曙橋コーポ2B／Tel：03-3357-3810

http://nonukesday.org

3.26 全国大集会3.26 全国大集会

2016年3月26日（土） 2016年3月26日（土） 
代々木公園代々木公園 （東京都渋谷区）（東京都渋谷区）

メインステージ・野外ステージケヤキ並木ステージ
メインステージ・野外ステージケヤキ並木ステージ

タイムテーブル 予定は変更の場合があります。ＨＰで詳細をご確認ください11:00～ ブースオープン
11:30～13：30  野外ステージ・ケヤキ並木ステージ　オープニングライブ・トーク・アピール　・ 野外ステージ【テーマ：つながろう福島】　・ ケヤキ並木ステージ【テーマ：基地も戦争もいらない】12:15～14:30  メインステージ（サッカー場）   12：15 オープニングライブ

   13：00 大集会
14：40～ デモ出発 3つのコースになります（予定）

福 島 原 発 事 故 か ら 5 年チェルノブイリ事故から30年

原発のない未来へ！

つながろう福島！
守ろういのち！

協賛：脱原発福島県民会議／福島県平和フォーラム／福島原発告訴団／ふくしま復興共同センター／フクシマ原発労働者相談センター／双葉地方原発反対同盟
協力：戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会

ノ ー ニ ュ ー ク ス デ イ

公式HP http://nonukesday.org      https://twitter.com/nonukesday_jp      https://www.facebook.com/nonukesday/

原発のない未来へ！全国集会
in代々木公園

　さようなら原発 NO NUKES DAY には常総生協も毎年意思
表示をしに参加しています。東海第 2 原発差止原告団といっ
しょにテントでおかべやさんのパンなどを販売しながら、東
海第 2 原発の廃止を訴えます。

　今年は 11 時半からは野外音楽堂の第 2 ステージで放射能
から「こどもを守ろう関東ネット」を代表して常総生協の組
合員さんがアピールします。12 時 15 分からの第１ステージ
では元東海村の村上村長さんが原発廃止を訴えます。
11 時からの生協テントでの販売 ・宣伝のお手伝い募集！

↑おしどりマコさんケンさ

んも常総生協のテントに

立ち寄って、こんにちは！

←福島の仲間の生産者

もむしろ旗で参上。

常総生協の旗を見て、

「お～い！オレたちもき

てるぞ～！」

福島原発告訴団の武藤類子さん

関東での甲状腺検診の様子を

伝える木本さん
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3/9 大津地裁、 運転開始の高浜原発３ ・ ４号機に停止命令！

　３月９日、 再稼働したばかりの関西電力高浜原発３ ・ ４号機に大津地裁は停止命令を下した。

　山本裁判長による大津地裁仮処分決定は、人々の生活と人権を守る最後の砦である 「司法」 の場で、

大飯判決樋口裁判長に続いて大きな一歩となりました。

2/29 東電元会長ら３人も強制起訴　ようやく法廷で東電の刑事責任が問われることに

　武藤類子さんら福島原発告訴団が告訴して

いた東電役員も、 市民が参加する検察審査

会で 「有罪の可能性があり、 裁判を開く必要

がある」 と、 強制起訴決議がされ２月２９日、

指定弁護士によって強制起訴された。

　このニュースレターで 2011 年 5 月 「放射能

をまき散らし、 これだけの被害をもたらした事

件で、 どうして一人も逮捕されないのか」 と書

いてから５年。 最初の告訴には常総生協から

も２０名が参加しています。

　これでようやく福島原発事故の刑事責任が

法廷で問われることになった。

東京新聞より


