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【２０１７年３月の予定】
●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し● ●提携 ・ 協同 ・ 連帯企画●

３. ４　（土）　じょうそう朝市
３. ７ （火） 私たちのくらしと憲法　山本茂先生
３. ２５ （土） 歴史を学ぼう－未来のために　都留孝子先生
３. ２３ （木） プレスオールターナティブ交流会

３. ３- ５ （金 - 日） 日本有機農業研究会　全国集会
３. ５　（日） 利根川クリーン作戦
３. １０ （金） ネットワーク 21 商品担当者会議
３. ２０　（月） さよなら原発全国集会 in 代々木

2017 年 2 月 27 日

総代選挙公告
　常総生活協同組合
総代選挙管理委員会
委員長　板子　育恵

　常総生活協同組合定款及び総代選挙規約に基づき、 2017 年度総代の選出を下記のように行います。

「総代になってみよう」 と思われる方は、 「総代申し出用紙」 を供給担当

または店舗にご提出ください。 追って書類をお届け致します。

　　　　　　　　　　　　　　　記

1.　「総代」 には組合員誰でもがなれます。

2.　（定数） 100 名　　　（任期） 1 年
※右側の地区別定数は目安で、 立候補の状況によって

地区間で調整する場合があります。

3.　総代の主な役割は次のようなことです。

4. 受付期間 ： 　3 月 6 日 （月） ～ 4 月 21 日 （金）

① 6 月 11 日（日）に予定されている総代会に出席し、
提案された議題を検討審議し、議決に参加。

②地区別の活動や懇談会のお世話役。
③活動テーマに関連する学習会や講習会に参加。
④生協まつりの運営に参加。

【地区別総代定数の目安】

枠 市町村別 総代目安

取手市 20
守谷市 15
つくばみらい市 3
常総市 1
坂東市 1
利根町 3
龍ケ崎市 7
牛久市 4
つくば市 17
土浦市 4
阿見町 1
石岡・小美玉・かすみがうら 2
我孫子・印西・白井 5
柏市 6
松戸市・鎌ケ谷市 4
流山市 3

店 4名 4
計 100名 100

市町村活動組合員数割合定数　

共
同
購
入

茨城
78名

（組合員数
2,654人）

千葉
18名

（組合員数
613人）

常総生協　世代交代を経て、 次世代躍進の年へ

２０１７年度 「総代」
選挙公告

2Pに「総代申し出用紙」があります。ご提出お願いします。

2 月 8 日（水）に第一回選挙管理委員会を開催しました。

経費削減の為、今回からNewsletter は白黒での印刷となりました。ホームページではカラーで見やすくなっていますので、そちらもご
観覧いただければと思います。何卒ご理解いただき、ご協力の程、宜しくお願い致します。
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【2017 年度 「総代」 申し出用紙】 （切り取ってご提出下さい）

組合員区分 （共同購入 ・店舗）　　コース名　　　　　　　　　　　　班名　　　　　　　　　　　　

組合員 No.　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel　　　　　　　　　　　　　　　　

･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････　キリトリ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････

「総代」 さん１００名の選出　　　総代選挙管理委員会からの公告と呼びかけ

【2017年度総代選挙管理委員】

牧野　美智子

板子　育恵

原田　仁美

～昨年（2016 年度）の総代会＆総代会後の生産者交流会の様子～

2017 年度総代会会場を理事会で事前下見
してきました。場所は取手ウエルネスプ
ラザです !(^^)!
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　地域自給　つくる人 ・食べる人の協同のあり方　　石岡 ・宇治田農場

　2017 年度の活動テーマは「地元のやさいを食べよう」

です。 その活動を進めるに当たっては、3/1 回のニュー

スレーターや、 春の討議資料ではより詳しくその内容

について提案をしています。 ぜひ今一度ご覧ください。

　今回ご紹介する宇治田農場は、 ご主人の宇治田さ

んが畑、 奥様の大原さんが養鶏を担当して取り組まれ

ています。 どんな思いで日々有機農業に取り組まれて

いるのか質問をしてみました。

　　　　　　　　　　　　　　　________________________________________

Q.1 有機農業を続けてこ

られた理由は何ですか？

A.1　いろいろな作物を育

てることで土に負担をかけ

ず自然と無理なく豊かに

していけます。 （宇治田）

生き物が好きなこと。 あと、 自分が作ったもので自分自

身が健やかになる気がする。 （大原）

Q.2消費者との関係において、消費者に何を求めますか？

A.2　消費者の方にはセット野菜へのご支持とその野菜

たちを生み出す土の豊かさを感じていただけたらうれし

いです。 食べ支えていただくこと。 それか！って感じ

かもしれませんが （笑） （宇治田）

常総生協の組合員さんはとても質の良い消費者と感じ

ているので、 その方たちに選んで食べていただいてい

るのは大きな励みとエネルギーになっています。（大原）
________________________________________

　宇治田農場の有機農業は、 畑と養鶏の 『有畜複合

農業』 です。 有機農家でも、 堆肥を作らない方や、

苗をつくるための温床づくりをしない方も多くいる中、

それらの事についてしっかりと取り組まれています。

また、 養鶏について、 一般的には、 ほぼ輸入に頼っ

ている飼料についても、 小麦や米ぬかを主原料とし、

畑で牧草を栽培して、 地域自

給できる飼料原料を主に使用し

ています。 その鶏糞を堆肥化

し畑に戻すという循環型農業が

営まれています。

　しかし、 畑の野菜に使う肥料については、 単純にそ

の鶏糞堆肥を使っていません。 日々勉強・研究をして、

病気や害虫が発生しにくい環境をつくるためにはどうし

たらいいか、 野菜が健康に育つためにはどうすればい

いかなど考えて、 一つの到達点として 「森のような環境

を畑につくる」 に至り追及しているそうです。 この循環

の中で生産された野菜や卵を私たちは頂いています。

　宇治田農場さんとは 1 年を通して野菜セットと卵を頂

いています。 昨年は、 卵を産み終えた鶏の解体の体

験をさせて頂きました。 命を生み出す現場で、 食につ

いて学ぶことができました。

　環境に対して逆らわない、 負荷をかけない、 良い環

境に変えていく、 遺伝子組み換え飼料や遠くの原料

などは使わないといった宇治田農場の有機農業のあり

方。 この基本の上でより良い技術の習得や、 作付け作

物の選定、 消費者への提案がされていると思います。

　私たち消費者として、 有機農業 ・ 有機農産物にどう

関わっていけるのだろうかと考えた時に、 これが良い、

あれはやめてほしいなどを生産者に伝えることも大切で

はありますが、 それよりも生産者自身の取り組みを最大

限に評価し、 出来たモノをありがたく頂くことが大切だと

思います。

　その為には、 普段からの交流や、 情報 ・ 意見交換

などそれぞれに関心を持ちあうことが重要なことです。

　まずは、 食べた感想を生産者へ伝えることから始め

てみませんか？もちろん畑にも行きましょう！
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春の 「仲間づくり」  柏市 香辛飯屋と常総生協のコラボ企画、 ミニ朝市

◆生協ブース
・手前味噌の量り売り
・みそ作り体験（子どもたちがあっという間に仕込みました！大豆をこねこね、味噌玉は空
気を抜きながらもハートや星形にして楽しみました。）
・鈴木牧場ヨーグルトの試食（たくさんの方が鈴木さんのヨーグルトに舌鼓！）
・手作りの味噌ダレ、手前味噌の試食（にんじんステックにつけて味わいました。子どもた
ちに大人気！おいし～いとパクパク食べました）
◆三里塚ワンパック野菜の販売（千葉の無農薬野菜生産者）
・無農薬野菜と加工品の販売
・不揃い人参の詰め放題（にんじんタワーでめいっぱい詰めて楽しみました）
◆ Morning Child のジャズライブ
・香辛飯屋さんの店内は満席に♪外にも素敵な音が響き渡り、和やかな空間になりました。
◆香辛飯屋の皆さん
・篠田店長、スタッフみんな素敵な方です。

カレー屋さん＋生協＋生産者＋ジャズ!?

香辛飯屋新柏店店長篠田さんからの感想

パズルを組み合わせるように様々な人々

が繋がって

　美味しく安心して食べられる野菜・味噌の手作り体
験・音楽の生演奏・私共の店舗。食を通して…音楽を
通して…手法は人それぞれ。
関わる方の顔を見て、想いを共有することで、安心感
や信用・信頼に繋がるのだと実感しました。また、よ
り良い暮らし（人生）を違った視点で考えるメンバー
がこの場には沢山いたように思います。
より良いきっかけを提供しようと皆が一生懸命に役割
を果たそうとしていました。
　カレーを作るとき、パズルを組み合わせるように様々
な食材や調味料・スパイスを組み合わせていきます。

ただパズルと違う
のは料理には化学
反応や相性があり、
出来上がった完成
形 が イ メ ー ジ と
違ったり、想像を
超える美味しいも
のが出来たり。そういった面白さが今回のイベントに
も詰まっていたように感じます。
　これから継続して開催させて頂きながら、より豊か
な人生の実現のために、微力を果たさせて頂きたく思っ
ております。
ご協力いただいた皆様本当に有難うございます！今後
とも宜しくお願い致します！
　まだ見ぬお客様、ご来店お待ちしております！な空
間になりました。

香辛飯屋と常総生協のコラボ企画

ミニ朝市
　「食」を通じて地域の人々が出会い、輪が
広がっていったら…との想いが繋がり始まっ
た今回の企画。今後も定期的に行ってゆきた
いとても素敵な集まりになりました。繋げて
いただいた組合員の向井さん、香辛飯屋店長
篠田さん、本当にありがとうございました。
ゆったりとした楽しい時間が過ごせました。

香辛飯屋の皆さん
篠田店長、スタッフみん
な素敵な方です。

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　３－３
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供給部（現金回収責任者）
岩野　光史（いわの　こうじ）

（入協歴）27 年
（担当コース）　

I-1a  A-2a  F-3a  A-4a  G-5a
（趣味）釣り
【ひとこと】

今年 2 月に入籍致しました。気持ちを新たに仕事
に励んでいきます !(^^)!

供給部（安全運転・車両管理）
上田　卓（うえだ　たく）
（入協歴）19年
（担当コース）　
A-1a　C-2a　I-3a　G-4a　D-5a
（趣味）馬が好き
【ひとこと】
昨年 5月に入籍した新婚です。家庭を大切にしなが
ら、仕事も頑張ります !! 宜しくお願い致します。

組合員さんの商品をお届けします !! 供給担当者ご紹介 !!

コース編成にご協力ありがとうございました。今回のコース編成はエリアごとに曜日で振り分け、全担当者が近くの
エリアを回りながら【仲間づくり】【組合員活動】お互い協力し合っていく体制をとりました。皆さんの地域を回っ
ている、供給担当者を今回ご紹介いたします。皆さんの担当者、担当でない方も是非お見知りおき下さい。

供給部サブリーダー
小宮山　遼（こみやま　りょう）
（入協歴）1年
（担当コース）　
H-1a　E-2a　G-3a　H-4a　H-5a
（趣味）ピアノ
【ひとこと】
2016 年 4月に入り、まだまだ新米ですが、元気いっ
ぱいがんばります！

供給部リーダー
大橋　文景（おおはし　ふみあき）
（入協歴）7年
（担当コース）
J-1a　I-2a　E-3a,b　I-4a　F-5a
（趣味）野球観戦
【ひとこと】
供給のリーダーなって 2年目に入ります。
まだまだ、未熟者ですが皆を引っ張っていける様に
頑張ります !!

供給部
阿部　修一（あべ　しゅういち）

（入協歴）15 年
（担当コース）　

F-1a   H-2a   A-3a   D-4a   E-5a
（趣味）登山
【ひとこと】

今回のコース編成で初めて千葉エリアも回ることになり
ました。慣れるまで、地図とにらめっこですが、早く覚
えて組合員と会話できる時間を取れる様にしたいです。

供給部サブリーダー
滝本　剛治（たきもと　こうじ）
（入協歴）2年
（担当コース）　
D-1a　G-2a　B-3a　B-4a　B-5a
（趣味）サッカー観戦
【ひとこと】
1月から供給部のサブリーダーとなりました。今後
たくさん仕事を覚えることがあり、大変になると思
いますが、楽しんで仕事をすることを忘れずに頑
張っていきたいと思います

供給部（共済責任者）
佐藤　秀一（さとう　ひでかず）

（入協歴）32 年
（担当コース）　

G-1a  B-2a  H-3a  C-4a  C-5a
（趣味）ドラム
【ひとこと】

ベテランですが、気持ちは常にフレッシュにをモットー
にしています。共済の事なら何なりと聞いてください。

供給部（職員のおすすめ担当）
宮部　亮（みやべ　まこと）

（入協歴）2 年
（担当コース）　

B-1a  F-2a  D-3a  E-4a  A-5a
（趣味）育児※育メンです♪
【ひとこと】

子どもの成長が一番の楽しみです。自身も成長して
いけるように頑張ります !!!

新婚さん

新婚さん
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■春のシーズンが牧場にも到来 !?

牧場では花粉シーズン到来！私 1人だけ花粉症持ちのため、1人花粉と格闘しております・・・
今日は風が強いせいか、豚たちも寝床では寝ずに餌箱前で横になり、外の様子を見ております。

生産者出向イハラによる 「トントン日記」

供給部
柿崎　洋（かきざき　ひろし）

（入協歴）20 年
（担当コース）　

C-1a  D-2a  C-3a  I-5a
（趣味）釣り
【ひとこと】

組合員さんご家族の健康で経済的な暮らしに少しでも
役立てられるようにがんばります！

組織拡大担当理事
矢島　裕也（矢島　裕也）

（入協歴）10 年
（担当コース）　

E-1a  F-4a
（趣味）婚活
【ひとこと】

週 2 回供給と、週 3 回「仲間づくり」をやっていま
す。又、今年度から常勤理事にもなり、より一層責
任感を持って取り組んでいきたいと思います。皆さ
ん、宜しくお願い致します。

私が行っている作業の一部を紹介したいと思います。

画像の部屋は分娩室を出た子豚が次に入る部屋で、分

娩室と比べて広々としています。

手前の水の溜まった所を箒でかき出し、泥はスコップ

でとって奥に戻します。

今回も私が行っている作業の一部を紹介したいと思い

ます。画像の部屋は分娩室を出た子豚が次に入る部屋

で、分娩室と比べて広々としています。

手前の水の溜まった所を箒でかき出し、泥はスコップ

でとって奥に戻します。

掃除する部屋がたくさんあ

るため、スピードが命！日々

時間に追われながら掃除を

行っています。でも、すべ

てはぶーちゃんのため！伊

原は、頑張ります！

私が行っている作業の一部

を紹介したいと思います。

分娩室には子豚が生まれて

から生後 1 ～ 2 カ月までが

いる部屋です。分娩室の掃

除を怠ると、病気の元にな

るため１日２回行います。

※写真は数日前に母豚と離

したため、子豚たちはまだ

お母さんがいないことに寂

しさを感じているのでしょ

うか。じ～っと母豚を見つ

めていました。

かき出した糞尿を堆肥場に捨て

たら、籾殻を敷いて寝床を作り

ます。子豚たちも気持ち良さそ

うに寝ていますね♪
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