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【８月～９月の予定】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

COOP-JOSO News Letter 発行 /生協広報Ｇ

2016.8.22
ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2016　９－１

　秋 の 味 覚
９月～１0 月のご案内

松永さんの

無農薬レモン
10 月 2 回より

鮮さんま （女川）
9 月 4 回＆ 10 月 1 回 のみ

新米登場！
9 月 1 回　宮城黒澤さんから
　　　　　（無農薬　おもてなし）

9 月 2 回　水海道田口さんから
　　　　（初期除草剤 1 回の ふくまる）

9 月 3 回　めぐみちゃん
　　　　（初期除草剤 1 回のみコシヒカリ）

つくば木村さんの

栗 9 月 2 回＆ 3 回

水揚げ翌日お届け！

●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し● ●提携 ・ 協同 ・ 連帯企画●

８/ ２２（月）やさと土れ味農園交流会
８/ ２２（月）夏休みおやつ作り教室（つくば松代）
８/ ２３（火）手作りバター講習会（龍ケ崎・松葉）
８/ ２４（水）手作りバター講習会（土浦・四中公民館）
８/ ２７（土）　やさとくわはら農園交流会
８/ ３１（水）　第４回理事会

８/ ２６（金）東海村村長らに「署名」提出
　　　東海第二原発 20 年延長反対、安全協定拡大

９/ ３（土）　朝市・フリーマーケット（本部前広場）
９/ ６（火）　山本先生の憲法講座・第Ⅱ期スタート
９/ １０（土）　八街ますだ落花生堀り・試食体験
９/ １６- １７（金・土）　岩手産地交流（宮古・岩泉）
９/ １７（土） 都留さんの「歴史講座」
９/ ２４（水）　乾物料理講習会（第１０回）干し野菜

９/ ３- ４ しらたかノラの会 10 周年の集い
９/ １０　子ども基金　神奈川甲状腺検診 / 医師研修会
９/ １７　子ども基金　野田甲状腺検診
９/２２（木/秋分の日）さようなら原発 さようなら戦争
　　　　　9・22 大集会（代々木公園）に参加
　　　　　（さようなら原発 1000 万人アクション）

生かき
10 月 3 回のみ

三陸荻浜から

無くん蒸

旬

無茶々園から

極早生みかん
10 月１回より

大和田さんの

さつまいも
9 月１回より

高柳さんの

れんこん
10 月 1 回より
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食欲の秋、 旬の企画予定表　（９－１０月）　　お楽しみに！

表紙／テーマ 特　集 今週のイチオシ 裏面特集

9 月 1 回

新米登場第一弾！

宮城の黒澤さんから

特別な新米

「おもてなし」

「日本型食生活のすすめ」
　　（常総生協食生活指針）
やまこ味噌、 だし昆布 （カット）、
花かつお、 煮干し、 磯ふのり、
なめこ、 朝食用真あじ、 真いわし
丸干し、 本味納豆、 紅鮭切身、
万能汁物の具

岩手産天然生わかめ ・
茎わかめ （新）
3 色炒り豆 （新）
月見まんじゅう （新）
炊き込みご飯の素 （きのこ） 
つくば茜鶏モモムネ唐揚げ用
ノラの会の無農薬梅干し

ダシ特集
原料豆特集
乾物特集
　（農産 ・海藻）

9 月 2 回

大正時代から
東京の地で受け継ぐ
佃煮づくり

「遠忠食品」

水海道の田口さんの無農薬新米 
新米をおいしくいただこう！
まるごと食べられる割烹だし、 味
付けのり、 さんま黒酢煮、 しらた
か納豆麹漬、 真いわし和風煮、
麻婆ナス丼の具、 中津豚丼の具

べったら漬
木村さんの栗
荒井さんのもち米
日本みつばちのはちみ
つ
浅野さんの干し大根予約

敬老の日の祝い膳 

うなぎ蒲焼、 太巻
寿司、 焼き穴子
寿司、 五目寿司
の素、 黒澤さん
の日本酒 （新）

9 月 3 回

水害から 1年、

水海道の

「めぐみちゃん」
新米登場！

「北海道特集」
士別農園のジャガ玉シーズン初登場

三升漬、士別みそ、北海道の魚、
いかめし （新）、
サツラクヨーグルト
士別の野菜や北海道の素材を
使って 「ドリア」 「スープカレー」
を作ろう！

生落花生 （むき身） 新物 
ペトラン黒ごま
ベーグル （新）
梨 （20 世紀）
洋梨 （レッドバートレット）
「おでん」
大紀ｺｰﾌﾟﾌｧｰﾑの漬物
大和まなの塩漬け
しょうが佃煮 （新）

飲料特集 
行楽のお弁当 

小魚あられ、
ぴり辛チキンバー、
から揚げ 2パック
つぶれ梅干し

9 月 4 回

鮮さんま
今年は 「水揚げ翌日」 の
さんまをお届け！ 
鮮魚さんま、 大根、

渥美さんのすだち

秋に美味しい根菜を使って煮物と
ポトフを作ろう
れんこん、 里芋、 人参、 赤いか
すり身、 欠け葉椎茸、 つくば茜
鶏挽肉、 やわらか若いか （つぼ
抜き）、 三州三河本みりん、 中津
ウインナー、 チキンコンソメ

枝豆 （秘伝） ※今回のみ
洋梨
紀州紀ノ国あっさり漬
くろごまペースト
粉末寒天、 豆乳 （丸和）
おかべや新商品
うれしいぬか床、 たしぬか

「秋のパスタ」 特集 
バジルペースト、
いわし油漬唐辛
子、 シーフードミッ
クス、 ホワイトソー
ス （ニッコー） 
丸和特集
（全品特価）

10 月 1 回

無茶々園
「山～里～海」 のつながり
 

極早生みかん
みかんジュース、
みかん果汁、
（乾物）、 （魚）

「実りの秋」
さんまごはん、 さんまつみれ汁、
秋野菜の蒸し料理 
鮮魚さんま、 しめじ （増量）、 料
理酒 「蔵の素」、 おきたまコシヒ
カリ （新米）、 コチュジャン、 豚
バラスライス、 ごぼう、 れんこん、
鈴木牧場さけるチーズ、 大葉、
パン粉、 梅びしお、 トマト、 昆布、
片栗粉

松永さんのレモン 
種無し柿 
荒井さんののし餅 
米こうじ 
新そば、 めんつゆ 
（マストミのまぐろ） 
 

「カラミノフーズ」
特集 

10 月 2 回

松永農園の

無農薬レモン
皮ごと安心して使えます 
松永さんのレモン、 ジャ
ム、 はちみつ

そろそろお鍋もいいかも
鮮魚秋鮭切身 （島香）、 鮮魚た
ら切身 （島香）、つくば茜鶏モモ、
豚バラ、 白菜キムチ、 長ねぎ、
白菜、 まいたけ （増量）、 れんこ
ん、 おかべやもめん豆腐、 白鷹
こどわり生芋こんにゃく（糸）（新）、
きりたんぽ、金笛ごまドレッシング、
ゆずこしょう、 福来ぽんず

わけあり　たねなし柿 
干しいも （あゆみの会） 
りんご （秋映） 
青まぜ 
炊き込みご飯の素 （新潟
茶豆） 
らっきょう田舎漬 

ますだ、 2015 年
度産落花生消費
応援企画、
新物が出るまでに
食べきろう！ 
 
鳴門魚類特集

10 月 3 回

「荻浜の生がき」
荻浜で育った二年子生

待ってました！
今年もようやく登場！ 

三陸潮ゆで牡蠣

大粒かきフライ

秋に食べたい 『芋煮」 ！
「おでん」 もそろそろ！
白鷹こだわり生芋こんにゃく（玉）、
常総だし醤油、 里芋、 人参、 ご
ぼう、 大根、 おでん種セット （高
橋徳治商店）、 わかめはんぺん、
鶏ごぼうハンバーグ、 おでん昆
布、 丸和のがんも

旬の生秋鮭 1尾 （メス ・
筋子入） 
士別農園のジャガ ・ タマ
（小玉） 
青大豆 （あおばた） 
煮干 （塩不使用） （新） 
ニッコーの肉まん、 あん
まん

「しらたかノラの
会」 特集 
米あめ、 三色いり
豆、 梅干し、 その
他新商品も揃えて 
 
丸和特集
（全品特価）
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　お盆の特別供給が終わった 8/20（土）、職員と組合員理事が一同に集い、秋の
生協強化月間に向けた「役職員研修会」が予定されています。
伊藤専務より 25 ページにわたる方針提案書が事前に配布されました。

　7/27　第３回理事会報告

理事会としての取り決め
■組合員活動について

「仲間作り」「商品検討と普及」「地域作り」「たすけあい」を主
軸とした組合員活動からチーム編纂を行いました。理事、監事
からの意向に照らし、下記の通りに担当を決定しました。なお、
当推進計画全体の統括は栁町理事長が務めますｍ
・「仲間作りチーム」

　西村理事、増本理事、新堀理事、* 矢島理事
・「商品検討と普及チーム」

　樋口理事、菅沼理事、* 柳町理事長、小島監事
・「地域作りチーム」

　* 戸井田副理事長、佐藤登志子理事、佐藤理絵
・「たすけあい」

　全員
* 印 がチームリーダー。連絡等の発信役も兼ねる

■生協祭りについて

　今年の生協祭りは、開催に向けて理事会が実行委員会の起ち
上げと参加の呼びかけを組合員へ向けて発信する。これまでの
ように開催間際での呼びかけでなく、今年度からしっかりと組
織立てて開催運営を行いたい。日程を早めに確定することで、
組合員はもちろん、生産者、業者にも積極的な参加を呼び掛け
る。従来の祭を刷新し、職員主導の祭りではなく、組合員参加
型の新しい祭りに変えていきます。

【第３回理事会】
■協議検討事項
【1号議案】第Ⅰ四半期決算報告
【2号議案】組合チーム活動参画の件
【3号議案】継続審議事項の件

　　　　　・内部通貨 /交通費支給の運用ルール
　　　　　・役員規定
　　※議案検討事項は承認可決されました。
■報告事項

１）事業報告
２）業務組織図の件
3）その他（活動報告など）

新任の新堀理事（つくば）赤ちゃんを
抱えながらの理事会出席です !(^^)!

８／２０　役職員研修会に向けた専務事前提案 （一部抜粋）

また、8/31 の第 4 回理事会
終了後に組合員理事さんが、
本部・配送センターの各部署
を回って、私たち生協の職員
のみなさんの業務改善の進捗
状況を視察することも予定さ
れています。
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「黒い雨」 上映会
８月２８日 （日） 10 時～　14 時～

つくば市竹園公民館 （つくば市竹園 3-19-2）

主催　常陸２４条の会

（参加費） 500 円

山本先生の憲法講座　ごいっしょしませんか！９／６ （火） 10:00 ～ 11:30

私たちのくらしと憲法　Ⅱ

山本茂 先生　前茗溪学園社会科講師
10：00 ～ 11:30　生協本部組合員室

9 月 6 日 （火） 資本主義の発展とワイマール憲法

10 月 4 日 （火） ファシズムと大日本国憲法

11 月 1 日 （火） 日本国憲法の成立

12 月 6 日 （火） 日本国憲法の構造

「平和と人権は、 人々のたゆみない努
力で形作られ、不断に発展してゆくもの」
（山本先生）

組合員による催し物案内

柳田邦男 講演会
９月１０日 （日） 14 時開演 -16 時 （13:30 開場）

取手市ウェルネスプラザ多目的ホール （取手駅西口）

主催　放射能 NO！ネットワーク取手

（前売） 1,000 円　（当日） 1,200 円

（前売申込） toride.nt.311@gmail.com　fax:0297-75-4131

（感想から）第２回目
「資料はあとからお渡ししますか

ら、今は話しを聞くことに集中し

て」。お話しを聞いたあとで、４人

づつのグループになって「憲法と

法律」についてディスカッション

しました。自分の言葉で人に話す

と、自分の理解度が確かめられま

す。みんなが一生懸命感想を書き

ました。「そんなにたくさん書かな

くても良いですよ」（先生）。でも

書くことで忘れません。山本先生

の「白熱憲法教室」必見です。お

もしろいですよ！（清水）

（感想から）第３回目
自由民権運動と明治憲法のお

話しを聞きました。いろんな

人が憲法のことを考え、草案

を作っていたこと、そういっ

た自由な思想を弾圧する政府。

歴史は繰り返すものなんだと

今感じます。（中丸）

（感想から）第４回目
「人権と三権分立がなければ憲法とは言えない」という言葉が印象的でした。今

の日本、憲法が生きていないなぁと感じました。

貴重な授業、もったいないのでたくさんの方に聞いてもらいたいです。

私立高校の授業料を考えたら、１回資料代 200 円で、おもしろいお話しいっぱ

い聞けて、生活の役に立つこと聞けて、とてもお得ですよ！（中丸）


