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COOP-JOSO News Letter
発行 /生協広報Ｇ

2017.3.6
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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. ２９ （水） 第１１回理事会

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
３．１１- １２ （土日） 基金甲状腺検診 （牛久 ・ 取手）
３. ２０　（月） さよなら原発全国集会 in 代々木

常総生協の子どもたち対象

甲状腺検診 ・血液検査
①甲状腺エコー検査 5/13 （土） 5/14 （日）
②血液検査　5/14 （日）

　　　本紙３ページが申込書になっています。

水田空中散布中止のお願いに・・・ごいっしょ募集！
印西市　水田における農薬空中散布中止の署名提出に行きます。ごいっしょお願いします。
荒井さんのもち米にネオニコ系農薬空中散布中止の署名にご協力いただきありがとうございました。

3 月 24 日 （金） 10 ： 00、 「JA 西印旛」 に署名を提出します。 そこで、 理事会と一緒に署名提出して

下さる組合員さんを募集します。 私たち組合員の真剣な思いや声が一番の力になります。 ご一緒お願

いします。 ※ご一緒できる方は 0297-48-4911 までご連絡下さい。 当日の詳細をお伝えいたします。

担当 ： 理事長　栁町　

震災 ・原発事故から６年
これからを考える
　講演会のご案内 （２ページ）

清水一雄医師「甲状腺がんと放射能汚染」
ジャーナリスト ・ 広瀬隆「原発再稼働と大地震」　　　　　
　　　　　　　　（今週、 別チラシ同封）

（寄稿） 「震災 ・ 原発事故から６年を迎えて」 （４ページ）
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関東子ども健康調査支援基金

清水一雄先生 講演会

甲状腺がんと放射能汚染

福島の現況と将来を考える

日程 年 月 日（土）
時間 時～ 時 （ 時 分開場）
場所 常総生協２階 組合員活動室

守谷市本町 つくばエクスプレス守谷駅徒歩７分※資料代として 円頂きます
 

 
参加を希望される方は氏名・住所・電話番号を お知らせください  （定員７０名、当基金会員限定） ℡ 0297-38-8539   Fax 0297-45-6675 coopjoso56@gmail.com 
オンライン申込書 （下記 URL、右の QR コードから） https://goo.gl/forms/NyiYJFKSVEjwGOBB3 

清水一雄先生 プロフィール
専門分野：内分泌外科の基礎と臨床 

甲状腺・副甲状腺内視鏡手術 
・日本医科大学特任教授 
・ベラルーシ医学教育アカデミー名誉博士 ・金地病院名誉院長 
・福島県「県民健康調査」検討委員会委員 ・1999年以来チェルノブイリ医療支援参加 ・関東子ども健康調査支援基金エコー検診 二次検査受け入れ （金地病院 他） 

…等、多方面でご活躍中 

小児甲状腺がんの子どもたちは 
福島県内で 180人を超えました 
（2016/12/27発表） 
関東の汚染地域で暮らす私たちにも 他人事ではありません 

 

甲状腺の専門医である 
清水先生のお話を伺って 

関東で検診を続ける意義を 
改めて考えたいと思います 

 関東子ども健康調査支援基金

参加申込書 （切り取ってご提出下さい）

□　清水一雄医師講演会 「甲状腺がんと放射能汚染」

□　広瀬隆講演会 「原発再稼働と大地震」　（チケットは配達でお届け / 代金は供給代金といっしょに請求処理）

　コース名　　　　　　　　　　　　班名　　　　　　　　　　　　組合員 No.　　　　　　　　　　　

　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tel　　　　　　　　　　　　　　　　

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

　原発事故から６年　講演会のご案内　4月1日同時開催（今週別チラシあり）

広瀬隆講演会

「原発再稼働と大地震」

（日時）4 月 1 日（土）　13 時半～
（場所）土浦市民会館小ホール
　　　　　（土浦市真鍋町 2-6）

（主催）　脱原発ネットワーク茨城
 （協賛） 常総生活協同組合 / 常総生協脱原発と暮らし見直し委員会
　　　　東海第二原発運転差し止め訴訟原告団ほか

（事前チケット）1,000 円
（申込み）下記申込み用紙にて

清水一雄医師講演会

「甲状腺がんと放射能汚染」

（日時）4 月 1 日（土）　10 時～ 12 時
（場所）常総生協組合員活動室
（主催）関東子ども健康調査支援基金
（定員）70 名　　（資料代）500 円
（申込み）下記申込み用紙またはチラシ
記載の申込み方法で

【保育ボランティア募集】
　小さな子どもを持つ母親から、子どもを預け
てお話しを聞きたいとの要望を頂き、生協の一
室で保育をすることになりました。
　保育のお手伝いをしていただける方募集。基
金よりお礼をいたします。
　常総生協内 基金事務局　木本までご連絡お願
いします。（tel/0297-38-8539）
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 原発事故による子供たちの健康診断　（甲状腺 ・ 血液）
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【開催日】 2017 年 ５月１３日 （土）、 １４日 （日）

【会場】　守谷市 常総生協本部２Ｆ組合員室

　　　　　　（守谷市本町 281　ＴＸ守谷駅徒歩 7 分）

【１】 甲状腺エコー検査
（日時）　5 月 13 日 （土） 13-15 時　定員 40 名

　　　　　 5 月 14 日 （日）　9-15 時　 定員 100 名

（担当医）　野宗義博 （島根大学医学部）
　　　　　　  田中優美子 （がん研有明病院）

（主催） 関東子ども健康調査支援基金

（自己負担額） カンパ２, ０００円

（検査内容） のう胞、 結節の有無 ・ 数 ・ 大きさ ・ 状態

【２】 血液検査
（日時） 5 月 14 （日） 9-13 時　定員 100 名

（委託機関） 江東微生物研究所検査本部 （つくば市）

（主催） 常総生協　　（自己負担額）　２, ０００円 （実費一

人 5,000 円ですが 3,000 円を生協子ども基金より補助）

（検査項目）

低線量放射線被ばくによる非がん健康影響として甲

状腺機能、血液中の甲状腺ホルモンと免疫細胞 （白

血球） の状態を確かめる目的で、 ①一般血液検査、

②血液像、 ③甲状腺機能の検査を行います。

【申込要領】

・ 下記 「受診申込書」 に記入の上、 生協まで。

・ 申込〆切 ： ３月２４日 （金）
　　　（ＦＡＸでも OK です。 0297-45-6675）

・ 検診時間帯は生協の方から指定させて

いただきます。
・ 検診カンパ / 自己負担金は当日受付にて。

・ 「甲状腺エコー検診」 は、 関東子ども健康調査支援基

金として茨城 ・ 千葉を中心に他の日程でも開催していま

す。 日程が合わない場合は別会場でも受診できます。

「血液検査」 は上記日程で原則として生協組合員のみ

の対象です。

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

【申込み保護者】 組合員番号（必須）
保護者のお名前 （ふりがな） 性別

（Ａ）過去に基金の検診を
受けたことがある方 （Ｂ）はじめて基金の検診を受けられる方

保護者の ID 番号 （６桁） 保護者の生年月日

西暦　　　　　年　　月　　日

甲状腺検診（受診者）

検診希望日  □ ５月１３日（土）13-15 時
 □ ５月１４日（日）9-15 時

（Ａ）過去に基金の検診を受けたことがある方（お子さんの情報）
お名前 （ふりがな） 年齢 お子さんのＩＤ番号 性別

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

（Ｂ）はじめて基金の検診を受けられる場合（お子さんの情報）
お名前 （ふりがな） 年齢 生年月日 性別

西暦　　　年　 月 　日 男 ・ 女

西暦　　　年　 月 　日 男 ・ 女

西暦　　　年　 月 　日 男 ・ 女

血液検査（受診者）

検診日 ５月１４日（日）9-13 時

（Ａ）過去に血液検査を受けたことがある方（お子さんの情報）
お名前 （ふりがな） 年齢 お子さんのＩＤ番号 性別

男 ・ 女

男 ・ 女

男 ・ 女

（Ｂ）はじめて血液検査を受けられる場合（お子さんの情報）
お名前 （ふりがな） 年齢 生年月日 性別

西暦　　　年　 月 　日 男 ・ 女

西暦　　　年　 月 　日 男 ・ 女

西暦　　　年　 月 　日 男 ・ 女

生協の子どもたち集れ～！念のため検査だよ！　中高生 ・ 大学生もぜひ
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　この 11 日で震災 ・ 原発事故から丸６年が経つ。

○国内原発 「難民」 １０万人の現実

　震災 ・ 原発事故での避難者は２０１７年１月時点で

１２万人 （復興庁）。 このうち原発事故による避難者

は１０万人 （福島県の発表は９万 9,991 人）。

　この春、 避難指示が一部を除き解除され政府に

よって帰還が促されているもののふるさとに帰っても

もうそこには以前のふるさとは残っていない。

　自主避難者はこの３月で唯一の支援だった住宅

の無償提供を打ち切られる。 多くは子どもを被ばく

から守るために避難をしている人たちだ。 夫を福島

に残し母子だけで避難されている人も多く、 二重生

活で経済的にもたいへんである。 原発事故さえな

ければ避難することもなかったのに。 原発事故さえ

なかったら自然の中で家族と共に平穏に暮らしてい

たはずなのに。

　ヨーロッパや米国では 「難民」 の受入れが問題と

なっていますが （「難民」 とならざるを得えなかった

戦争や経済的侵略破壊などは棚にあげて！）、 わ

たしたちの国には 「原発難民」 が１０万人もいる。

そして今、 事実上の強制帰還による被ばくか、 避

難継続による困窮かに追い詰められている。

　この現実を私たちはどのように考えるのか。 明日

はわが身でない保障はあるのでしょうか。

○失意と絶望の淵から

　「炉心溶融」 の情報を得た３月１２日。 翌日曜日、

常総生協では 「関東一円住めなくなる」 「これで生

協ももう終わり」 と１年後の解散を内部確認してい

た。 あの時のくやしさ、 絶望感と失意。

　最後の組合員が避難するまで食糧供給を続けるこ

とを確認し、 プルーム通過に備えて事務所は目張り

を指示し、 配送職員には１４日月曜日からヨウ素剤

に代わるおしゃぶり昆布 ・ とろろ昆布を食べさせて

から配達に出した。 1986 年チェルノブイリの経験、

1999 年東海村 JCO 臨界事故の経験があったから。

　「震災でもっと困難な人たちがいる。 間もなく食糧

が尽きる頃。 生協ももう終わりだからいま店舗や配送

センターにある食糧もみな被災地に持って行く」 賀

川豊彦に学べと、３月１７日トラックで東北被災地入り。

○苦難の中で 「共に生きる」 ということ

　放射能汚染でもう地産地消の生協は終わったと

思った６年前から考えると、 今なお私たちがここに

集い、 生協が続いていることが不思議に思う。

　いのちを育むはずの食べ物に、 いのちを傷つけ

る放射能の粒子が入っていることの恐ろしさ。

　それでもなお 「放射能を測りながら食べ支えてゆ

く」 ・ ・ ・ 組合員 ・ 生産者 ・ 職員がよく頑張って乗り

越えたものだ。共に生き抜くということはこういうことか。

　多くの人に助けられもした。 事故直後の母乳検査

は名古屋の 「チェルノブイリ支援中部の会」 がす

べてを支援してくれた。 心配する母子のためにと関

西よつば連絡会は 「母子野菜セット」 を大阪から

送りつづけてくれた。 津波で工場を失って自失と苦

悩の生産者からはなお生きる力と勇気を頂いた。

　そして今年、 2017 年常総生協の活動方針が 「も

ういちど地産地消、 地域自給を有機農業で」 とは。

　当時 「福島や関東の汚染された野菜などとんでも

ない」 「関東 ・ 東北で有機農業などやれっこない」

と言われたのに。

　最も困難に直面した 「あいコープ福島」 の組合員

母親たち生産者たちは生協に結集して食の安全、

健康確保に頑張り、 本当に気持ちを寄せあった。

　大手の生協は 「放射能のことを取り上げると風評

被害になって売上が落ちるから、 放射能のことも原

発のことも言わない」 と。 せっかく立派な放射能検

査器を持っていた生協さえ 「国の１００ベクレル基

準に従う」 と。 2011 年 6 月の茨城県生協連総会

では 「生協として原発を止めるよう声を上げよう」 と

訴えた村井 （前） 理事長は発言を封じられた。

○忘れることなく続けるということ

　先月の 「脱原発と暮らし見直し委員会」 でも話し

ました。 なぜ私たちの生協は放射能検査や甲状腺

検診や原発住民訴訟までしているのか？

　みんな忘れやすい。 常総生協でも 1986 年のチェ

ルノブイリ事故で CO イタリアスパゲッティーや国産し

いたけのセシウム汚染で騒いだのはせいぜい５年。

1997 年東海村再処理工場爆発、 1999 年の東海村

JCO 臨界事故で騒然となり脱原発決議を上げたも

のの、 原発への関心は２年で終わった。 それでもこ

の経験を忘れず声を上げ続けていた組合員 ・ 生産

者がいたから福島事故でも素早く対応ができた。

　６年たってもまだこの脱原発委員会は続いている

し、 子どもたちの甲状腺検診は地域の母親たちの

手で取り組まれているし、 二度と被ばくさせないと

生協が原告団事務局にまでなって東海第二原発差

し止めの住民訴訟を続けている。 すごいね、 と。

　事故から３か月後の総代会で 「人々の協同と自

立による復興と大地再生を願い、 核と原子力のな

い安心の社会に向けてみんなで努力する」 と決議

したことを組合員 ・ 生産者 ・ 職員は忘れていない。

　６年目に。 　　　　　　　　　　　（前副理事長 大石）

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　３－４

 震災 ・ 原発事故から６年を迎えて　（寄稿）
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組合員と生産者と職員の広場

〇原発事故避難者支援打ち切り！

とか、東海第二原発 20 年延長とか、この国は何を考
えているのか本当に腹立たしい事ばかりです。私達も
何かせねばと思う日々です。小張さん達、皆様頑張っ
て下さって有難うございます。

（龍ヶ崎市　飯野さん）

○岩瀬さんの豚肉再開嬉しいです。

乾物講習会出たいと思っていましたが都合が合わず残
念でした。と思っていたらレシピが！すごくうれしい
です。是非、作ってみたいと思います。岩瀬さんの豚
肉再開嬉しいです。

（常総市　戸井田さん）

○豚再開！！

岩瀬さん出向中の職員のみなさん頑張ってくださ
い！！岩瀬さんの豚挽肉で作る料理はとても美味しく
できるし、安心して子供にも食べさせられます。ハン
バーグ、カレー、肉じゃが、マーボー、いろいろ使っ
ています。

（龍ヶ崎市　飯島さん）

○供給担当の阿部さん！お世話になりました。

本当にたまにしかお会いできず、すみませんでした。
阿部さんの近況を書いたニュースレター ( ※担当者
News）、楽しみでした。山登りは無理のないスケジュー
ルで！安全第一です。そして、今日からお世話になり
ます宮部さん！いつお会いできるかしら？楽しみです。
これからよろしくお願いします！！

（牛久市　黒須）
いつもご利用いただきありがとうございます。引き続
き、微妙に内村航平に似ている？宮部を宜しくお願い
致します。

（前供給担当者　阿部）

○生協と市販の価格のちがいはなぜ？

いつも胸肉を 2セット注文しています。広告をみると、
スーパーで名前入りで、例えば桜姫どり青森産と販売。
価格が、生協と数倍も違い安いです。生協の鶏むね肉の
特徴を、その価格になる特徴を教えてください。飼育方
法等。扱う総量の違いが価格に跳ね上がっていますか？

（つくば市　近藤さん）
つくば茜鶏と、スーパーで売られている鶏との違いにつ

いて。一概には言えませんが、次の事によって価格に違
いが出てきます。①鶏種が違います。つくば茜鶏は肉が
たくさん取れるように品種改良されたブロイラー種とは
違い、原種に近い地鶏系統の赤鶏になります。１羽から
取れる肉の量としては少なくなります。②餌が違います。
つくば茜鶏は遺伝子組み換えせず、ポストハーベストし
ていないトウモロコシを与えています。一般的には、遺
伝子組み換えでポストハーベストを使用したトウモロコ
シを使っています。ここにも価格差があります。③抗生
物質の使用の有無が違います。一般的には、病気を出さ
ないために抗生物質を使います。これによってロスなく
出荷出来ます。このようにかかった生産費に対して生産
できる鶏肉の量の違いから価格差が出てきます。つくば
茜鶏が高いというよりは、一般的な鶏肉が安いとみた方
がわかりやすと思います。

（商品部　井上）

○センシン食品のお魚 「喰ってみろ―！」 食べ　

　たいのですが…

二人暮らしでは多くて・・・(-_-;) メヒカリは身がふっ
くらして塩加減も良くとっても美味しかったです。こ
れだけおいしいメヒカリだから他のお魚もきっとすご
くおいしいのだろうなぁ～。メヒカリは毎回注文して
います。揚げ物が入っていない小セットがあればいい
のですが・・・　　　　　　　　　（取手市　柴田さん）

○岩瀬さんのもつが食べたい。

安心なもつが食べたいのですが、岩瀬さんの豚のもつ
はありますか？丸干しさんま、かなり美味しいです！
子供たちもばくばく食べます (*^^*) ごちそうさま！

（つくば市　原さん）
ご意見ありがとうございます。
「岩瀬さんの豚」のもつが食べたいですよね。しかし、
問題は、出荷する頭数が 10 頭は最低限必要と屠場か
ら言われています。10頭いればまとまって生産者の豚
肉の内臓をいただけるようなのですが、現在生協で一
週間消費（出荷）できる量は 5頭分になります。今の
倍の消費（注文）が必要になります。組合員（仲間）
を増やし、消費する量が増えてくれば、もつ（内臓）
等も、もらえる様になります。是非、岩瀬さんの豚肉
の美味しさを知り合いにご紹介していただき、消費す
る量を増やして、お肉だけでなく内臓まで頂いていき
ましょう !!

（専務理事　伊藤）
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【1 号議案】2016 年活動報告・会計報告

（報告者：株式会社ニッコー　山崎）

○役員会の活動

昨年の総会での指摘を受け、今年は綿密に役員会を実施
（計４回）。常総生協の旧役員体制から新役員体制への移
行にあたり、状況の聞き取りおよびお互いのコミュニケー
ションの時間が非常に重要であったと強く感じました。
今年は現状の状況把握と基礎固めの１年であった。

【2 号議案】2017 年活動計画・予算案

( 提案者：㈱白鷹農産加工研究会　鈴木）

○部会の設立

今年度の業者会の大きなポイントとして、「部会」の発足
が承認されました。
「農産」「水産」「加工」「社会」の 4部会。スムーズな世
代交代を進めるにあたり、今後業者的にどのような課題
を設定して、どんな風に取り組んでゆくのかを主眼に提
案しました。

■意見交換会

議案審議、採決のあと、生協からの提案企画として「常
総生協物流改革～発注納品リードタイム短縮に向けて～」
をテーマに意見交換会を行いました。
【初めに】
常総生協伊藤専務理事より 3つの以下の項目についてご
報告頂きたいとの提案がありました。これに応える形で
会が進みました。
① 2017 年年末年始の物流スケジュールについて対応可
　能かどうかの確認
②オリジナルの商品作り
③御社のアピールをお願いします

（まとめ）

• 年末年始の物流について事前に相談があれば問題無
し

• 組合員からの意見、普段の声をしっかりと生産者・
メーカー・業者に伝える努力を生協は怠らない

• 商品を売るための仕組み作り、コーディネートする
力が必須

■新役員挨拶

会長（ニッコー　山崎さん）

　会長任命を受けて驚いているが、常総生協
が新しい体制になり若返りをしている状況の
中で、微力ながら協力できればと思い受任。皆さんの協
力をいただいて進めていきたい。

副会長・会計監査（藤井養蜂場　三浦さん）

　副会長として会長を補佐しながら、業者会
の皆さんから色々な意見を出してもらえるよ
うに頑張っていきたい。

役員・社会部会会長（白鷹農産加工研究会　鈴木さん）

　今年度、社会部の担当として活動。社会部
に関して、多くの生協・団体は自分たちがこ
うありたいという考えを持っているのではな
いか。これまでの常総生協は旧役員体制（大
石さん、糟谷さん）の強固な軸があってこそのものだった。
今後、常総生協の若い世代がこれをどのように引き継いで
ゆくのかがポイントになるのであろう。

役員・農産部部会会長（鈴木牧場　鈴木さん）

　息子夫婦が後を継いでくれたので、初めて
このような立場を受けた。不慣れな部分もあ
るが頑張ってゆきたい。

役員・加工部会会長（ランカスター　林さん）

　新しい役員として業者会を盛り上げてゆ
きたい。加工部会では、まずは同じ部会の
中で顔と名前が一致していない所が多いの
でまずはそこからスタートしてゆきたい。

役員・水産部会会長 ( 塩屋　石原さん )

＊インフルエンザのため当日欠席

■開催

2017 年 1月 27日 ( 金 ) にスターツ総合研修センターにて、第 21回常総生協業者会総会を開催いたしました。当
日は出席37名・委任状67名・合計 104名での開催となりました。

1 月 27 日 （金） 業者会総会開催報告

 

１月 27 日スターツ総合研修センターにて 
第 21回常総生協業者会総会 開催 

●議事 
1 号議案 2016 年活動報告と会計報告 
2 号議案 2017 年活動計画・予算案 
3 号議案 会則の改正について 
4 号議案 会員異動の件・役員体制案 
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