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【２０１７年４- ５　月の予定】
●生協基幹運営／地域活動 ・ 催し● ●提携 ・ 協同 ・ 連帯企画●

４．２６ （水）　第 12 回理事会
４．２８ （金）　利根地区懇談会、 龍ケ崎地区懇談会
５. ２ （火） 山本先生による憲法学習会
５. １３ （土） 共生食品料理講習会
５.27 （土） 都留さんの歴史講座、 稲葉先生の料理講習会

４．２７ （木） 　東海第二原発差止訴訟第 17 回弁論期日
　　　　　　　　　（午後） 訴訟団集会
５. １３- １４ （土 . 日） 常総生協本部にて甲状腺 ・ 血液検診

5 月 3 日は憲法記念日。

戦争は二度としない、 人権を大切にする、 同じ過ちをしないと国民に誓った日。

皆で歴史 ・憲法を学び声を挙げていこう

〇生活が脅かされる現実

　今国会で共謀罪が提出されようとしています。共謀罪とは、まだ犯罪が実効されていなくて
も、皆で相談したしたり合意しただけで犯罪とされてしまう法律です。政府は組織的犯罪集団
のみが取り締まりの対象だとしていますが、犯罪集団の定義はなく取り締まる側が犯罪だと思っ
たら全て犯罪とされてしまいます。裁判所もチェック機能を全く果たしておらず、三権分立と
は名前だけとなっています。
　現在の刑法では、犯罪を実行する前の準備段階で、予備行為を処罰する規定はあるけれど、
殺人・強盗などの重大犯罪に限り例外的に処罰しているのが現状です。今回の共謀罪では、対
象となる犯罪が多岐にわたり、処罰範囲も格段に広がります。（続きは 2ページへ）

私たちの生活を脅かす共謀罪　歴史 ・ 憲法講座によせて （栁町理事長）

※以前配布し憲法と歴史講座のチラシは保存版です。
お手元にない場合は供給担当にお申し付けください。
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外国と同様に国際的な犯罪を取り締まるため
に必要で、一般の国民は対象外との事ですが、
はたしてそれですむのでしょうか？
　戦前の治安維持法の制定時も「乱用はしま
せん。共産党だけ対象です」とのことでした
が（それ自体問題ありですが…）現実には党
関係者から外郭団体、さらには自由主義者、
反戦主義者とどんどん対象を広げ、普通の人
たちの普段の生活を取り締まりました。また
投獄されて出所した人や家族は「アカ」とバッ
シングを受け、治安維持法は特別な人たちを
狙ったものとのイメージが残り、私たちとは
関係ないと勝手に誤解をし、拡大適用されて
も気がつかない事態もあったのではないかと
思います。

〇人権を国家が管理するの？

　今回の共謀
罪も治安維持
法の名前を変
えただけでは
ないかとの議
論が起きてい
ます。相談し
ただけでも処
罰が可能とい
うことは、労

働組合、公害被害者団体、反戦団体、脱原発
団体、沖縄の米軍基地に反対する人たち、ま
たそれを支援する団体、しまいには何の変哲
もない市民団体までもが取り締まりの対象と
なってしまいます。
最近国民（住民）を監視、管理する法令が次々
と制定や準備されています。住基ネットは国
民を一元管理することができますし、犯罪抑
止の名目で防犯カメラという監視カメラが街
中に設置され住民は知らない間に撮影され、
場合によっては警察にデータが提供されてい

ます。国民保護法では、地方自治体が住民を
保護すると称し、避難や立ち入り禁止の場所
を設けたり、有事法制では、日本がアメリカ
の戦争に参加するための法律です。このまま
だと、私たちの生活の隅々まで共謀罪で覆わ
れることになり、近所や知り合いと水俣や沖
縄の米軍基地の話、脱原発等の話をしただけ
でも共謀罪が成立することになるかもしれま
せん。防犯カメラや住民監視がエスカレート
していくと、何でもない会合や会話が捜査の
対象となり、警察の権限が拡大していけば、
国民全体を監視する警察国家が生み出される
ことになります。そんな国になってしまって
はたしていいのでしょうか？

〇みんなで学んで、 声を上げよう !!

　私たちがテロや他国の脅威にさらされてい
る事を強調され、その上憲法なんて難しくて
よく分からないし、直接私たちの生活にかか
わらないと勘違いさせられているうちに、ど
んどん息苦しく変な世の中になってしまって
からでは手遅れです。私たちが積極的に歴史
や憲法を学んでノーという声を上げ続けなけ
ればなりません。
　常総生協でも昨年から連続で歴史・憲法講
座を開催しています。学校の勉強とは違い先
生のお話はとっても分かりやすく、学校で教
わらなかったことを知ることができ、ニュー
スや新聞が面白くなります、またみんなでわ
いわいがやがやいろいろな事を話し合いなが
ら学び合っています。連続で参加できなくて
もかまいません。ぜひ一緒に歴史・憲法を学
んでみませんか？
　都合の良い時どなたでも参加できます。も
ちろん組合員以外のお友達も是非お誘いくだ
さい。一人でも多くの方が学んで、知る事が
大切です。沢山の参加お待ちしております。

（理事長　栁町弘美）



3

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　５－１

新商品予告。 生産者コラボレーション商品の登場 !!

江戸前佃煮でおなじみの遠忠食品が、 やさとの仲間の桑原さんが育てた

無農薬ザーサイを使って 「奇跡の味付けザーサイ」 を製造中！

〇キッカケは国産ザーサイ不足 !!

日本人の食卓ではなじみがあるザーサイですが、そのほとんどが中国産のザーサイとなっている
のが現状です。食の多様化により、海外の食料品が沢山輸入されている内のひとつとされていま
す。遠忠食品では、以前から契約していた農家方にお願いをして作付けしてもらっていました。
しかし、契約農家の方が増えず、宮島社長が国産ザーサイを作付してくれる生産者を探しているという事情を聴いた
生協の担当者が、やさとの仲間の３人の生産者へ種を送り、ザーサイ作りにチャレンジしてもらいました。

〇諦めかけていた…しかし生産者の努力がコラボ商品の実現に !!

昨年は、天候に恵まれずなかなかうまく苗を仕立てることも難しい年でした。生協の敷地にも
少し播いてみましたが、一向に大きくなりません。半ばあきらめかけていた時に、メンバーの
一人である桑原さんから１００株ほど収穫できるまでに育ったよと連絡がありました。「ではま
ずは生協に送ってみてください」として、届いたモノの調整を生協でやりました。それを遠忠
食品の宮島さんに見て頂き、商品になるかどうかの品定め。

これならできるかなと、ということで、量も少ないから今回は塩漬けから全て遠忠食品でやりますと引きうけて頂き、
昨年１２月漬込み作業が始まりました。ザーサイの塩漬けには、５ヶ月以上の発酵期間が必要です。しっかり発酵し
ないと、あの独特のおいしさが出ません。今年は、気温が低く少し遅れているようです。５月５回のお届けに向けて
遠忠食品で只今熟成中です。お楽しみに。

〇失敗しても生産者はやる気 ! それはプライスレスな価値 !!

すでに生産者の方では今年の作付けすることについての計画を立ってはじめています。
熱心なのは、天池さん。「昨年は失敗したけど、今年こそはやってやる！」と気持ちが高まっています。遠忠食品さ
んからの依頼で作付けをすると「国産ザーサイ」とひとくくりになってしまうので、せっかく無農薬で栽培したモノが、
もったいないという気持ちが強いと生協へ相談がありました。確かに、生協にとっても、やさとの仲間の無農薬ザー
サイで遠忠食品がつくったとなるとそれだけで、プレミアムな生協オリジナル商品になります。製造ロットや、個別
管理など、クリアしないといけない壁がありますが、遠忠食品と協議して、何とか常総生協オリジナルの「味付けザー
サイ」を商品化するために現在準備を進めています。
2017 年度のテーマは 「地元のやさいを食べよう」 です。生産者の気持ちの入った食べ物を皆で頂きましょう !!
応援宜しくお願い致します !!

5 月 5 回に登場します。 乞うご期待！

遠忠食品　宮島社長



4

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　５－１

みんなのせっけんコラム （理事会せっけん普及チーム）

仲間づくりコラム （常勤理事　矢島）

　2017 年度が始まり、1週間が経ちました。仲間づくりも順調な立ち上がりです。1週間で 11名の新しい
仲間が加わっております！素晴らしいことに内 7名が組合員紹介からの加入です。
　昨年度は述べ 365名の新規加入の組合員がありましたが、その多くの加入動機は、「良いと勧められた」「後
押ししてもらった」「イベントに誘われた」など組合員の皆さまからの口コミが一番のチカラになっておりま
した。
今年は新たに 540 名の仲間づくりを目指します。身近なイベント（みんなで作って美味しく食べよう！ラン
チ会や有機野菜セット生産者農業体験）などに誘っていただいたり、地域にチラシを配布したり、職員といっ
しょになって楽しく仲間づくりをしましょう。皆さまのご協力に感謝と共に今後も宜しくお願い致します。

～ 4 月 1 週目はこんな方が紹介されました♪ （一部抜粋） ～※写真は紹介を獲得した職員の画像です。

• 関東子ども健康調査基金の協力者の方が、「常総生協を応援したい」という想いから加入していただ
けました。（商品部　伊原）

• 組合員宅に遊びに来ている人にその場で生協のご案内したら加入していただけました。（供給部　佐藤）
• 生協へ電話してきた方が実は、組合員さんから「良い生協よ」と聞いて加入につながりました。（供給

部　佐藤）
• ネットや、契約農家から野菜セットを注文していた方が、物流運送費が高いという話から常総生協の

話をしてくれて加入になりました。（供給部　大橋）
• 以前から組合員さんの所で一緒に注文してもらい購入していた方が、「美味しいからちゃんと加入す

る」となり加入していただけました。（供給部　上田）
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組合員、 生産者、 職員の広場

〇Newsletter
いつも楽しいニュースレターをありがとうございます。
伊原さんのブーぶー日記母豚の移動のことが書いてあ
りましたが、写真からも文からも「虐待」を思わせる
描写は感じられず、（きっとお尻たたきながら歩かせて
いるんだと思いますが）のどかに３匹とデートしてい
るような面白い写真でしたね。私も岩瀬牧場のお手伝
いに行って、豚のお尻をたたいてみたことがあるので
すが、結構しまっていて固い、首輪をしない大きな動
物に動いてもらう大変さ、体験できました。合同会社、
追い風がふきますように。

（守谷市　I.I さん）

〇富士ピクル酢
とても美味しく野菜がつけられました。野菜が足
りないなぁと思った時に食卓に並べたり、お弁当
に入れたりしました。次回また注文したいと思い
ます。

（守谷市　N.Mさん）
 
〇ドライアイスの件
冷凍品のドライアイスですが、暖かい日はなくなるの
が早いみたいです。少し多めにおねがいします。先週
はまだ残っていましたが、４月中旬以降はたりなくな
りそうです。

（つくば市　E.Y さん）

〇辻安全食品
辻安全食品のプリントありがとうございます。月の第
何回に注文できて、次週 or 次々週入荷と決まっている
ととても嬉しいです。

（取手市　E.S さん）
ご意見ありがとうございます。
辻安全食品は毎月 1回、定期的にチラシが入ります。
供給回数が月 4回ある時は 3回のカタログに、5回あ
る月は 4回のカタログにチラシが入ります。今後とも
ご利用の程、宜しくお願い致します。

（特別企画担当　南）

〇子育てクーポン
子育てクーポン券ありがとうございます。うれしいで
す。助かります。

（取手市　Oさん）

子育てクーポンは未就学の
お子さんがいるご家庭を対
象に発行しているクーポン

券です。味覚が育つ大切な時期、お子さんに生協の有機
野菜、お米を食べて欲しいという想いから始まった 40
周年記念特典の取り組みになります。
お子さんの人数関係なく一人年間 3000 円分のクーポン
券が毎年 4月に発行されます。是非小さいお子さんがい
る組合員さんは供給担当に申し出て下さい。又、ご近所
で対象のお知り合いにの方にも教えて上げていただき、
常総生協の取り組みを拡げていただけると幸いです。

（専務理事　伊藤）

〇初購入でした♪
百姓せんべいについて語っていらしたつくば市のNさ
んと同意見です。3/5 回のイカでイカ飯を作りお花見
しました。イカ飯は好きなのですが出来合は甘みが強
く味も濃く息子は食べないのですが今回はお手軽だし
イカでてるしと作ってみました。可愛いサイズで 5つ
出来ておいしくいただきました。初めて気づいたので
すが以前もあったのかしら？ 10 年くらいのお付き合
いでありながら初購入でした。

（松戸市　S.I さん）

ご意見ありがとうございます。上記
でおっしゃられている対象の商品は
「やわらか若いか（つぼ抜き）」と
いう商品だと思います。こちらは

2009 年に初登場した商品になります。今回配布して
いる 5月 1回 NO.147 で掲載されています。是非たく
さんの方に食べていただきたい商品です。

（商品部　丸山）

〇また紹介できたらいいな ~
・玄米珈琲初めて購入してみました。とっても美味し
くて新たな楽しみになっています。・子育てクーポン頂
きました。ありがとうございます。・知人が紹介により
加入してくださり初めてセットを利用させて頂きまし
た。お試し価格の安さにびっくり！！また、誰かご紹
介できたらいいな～。ありがとうございました。

（守谷市　J.Y さん）

〇天日干し最高に美味しいです♪
ますだのさや入り落花生　天日干し最高においしいで
す。みんなコレステロールが高くなると誤解している
人が多いですが、逆でとても体にいいので少しずつ毎
日頂いています。これからもお” 天日干し” にこだわっ
て頂きたいと思います。

（守谷市　S.A さん）

※今回から、意見欄記入者をイニシャルでの掲載とさせていただきました。ご了承ください。
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～職員からの参加レポート～

〇有意義な時間になった。
朝一番の試験は思った以上に難しく、ひっかけ問題などもありま
したので相当悩みました。岩瀬さんの豚についてはもっと勉強し
なけてはならないと感じました。稲垣さんや普段合わない職員と
も会うことができ、色んなお話しが聞けたので有意義な時間になりまし
た。はじめてセットの内容を全職員で決める事は、今後のモチベーショ
ンなどを考えた上でものすごく良いと感じました。
供給部で発表したことを強化月間に実現できるよう頑張っていきます。

（供給部リーダー　滝本）
〇供給職員はさすがです !!
問題の受取り方に迷いました。勉強不足が一番の原因ですので

ひび、緊張感を持って仕事に携わって行こうと思います。グループ分けでの話し合いはより煮詰まった議
論？が出来る気がしました。また供給担当者さんの商品知識にはさすがと思わされました。主婦経験者とし
て恥ずかしかったです。このような話し合いは気持ちを１つに出来る良い機会と再認識致しました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（組織部　加藤）
〇生協本部周りにも不法投棄 !!

決起集会開催 30 分前に職員で生協本部周りのゴミ拾いをしました。とても良い事だと思います。ただ、
線路脇の駐車場にけっこう粗大ごみが捨てられていたのを見て、不法投棄させないように看板を立てる事
も必要だと思いました。業務内容テストをやってみて、意外と基本的なことを誤って覚えていた事に気づ
かされました。グループワークは、自分では考えもつかない色んな「今だけセット」のアイデアを聞くこ

とが出来たという点で有意義でした。
（供給部　上田）

4 月 8 日　春の強化月間に向けて ! 職員 「決起集会」 を行いました !!

農産担当職員が伝える産地レポート

新年度【地元のやさいを食べよう】を活動テーマに組合員、生産者をつなげ
る「生産と消費の関係づくり」「地域づくり」「ものづくり」の新たな協同の
スタートにしていく。職員一人一人が「協同」を学びう事ができる役職員研
修会にしていく事を目的に開催しました。

供給高前年比 104%!4-6 月 150 名の仲間づくり !を目標としました。

みなさん、こんにちは！
4月から農産担当になりました小宮山遼 (こみやまりょう )と申します！

この期間は挨拶の為、茨城県内の生産者さんのところ飛び回っております。
4/12( 水 ) ～ 14( 金 ) まではやさとの野菜セットでお馴染みの「天池さん」のところへ
研修に行って参りました！

種蒔きの前段階としての堆肥作り。種蒔き、苗植え、養鶏 (ネラ )の卵の収穫など、いろ
はの「い」のほんの一部分ではありますが…貴重な体験をさせていただきました。

常総生協の今年の活動テーマは「地元のやさいを食べよう」です。
今年は年間を通じて、地元生産者さんとの交流会を行っていきますので、ぜひともご参加いただき "ファン "になっ
ていただければと思います。

また産地訪問の様子を随時 facebook にアップするなど "情報の鮮度 "もより良くしていきますので、どうぞご期待
ください！

【当日のタイムスケジュール】


	NEWＳ 2017.5-1(11)
	NEWＳ中面　2017.05.1

