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【２０１７年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●

５．１７ （水）　第 13 回理事会 （臨時）　総代会議案確認
５．２２ （月）　第 44 回常総生協総代会議案書配布開始
５．２７ （土） 都留さんの歴史講座、 稲葉先生の料理講習会
５．２７ （土）　めぐみちゃん実験田田植え
５．３１ （水）　第 14 回理事会　総代会運営確認

５．２０ （土）　東海第二原発再稼働問題学習会 （ひたちなか）
５．２２ （月）　業社会合同産地視察、 業社会役員会
５．２５ （木）　東海第二原発訴訟弁護団会議 （東京）
５．２８ （日）　関東子ども基金甲状腺検診 （日立市）
５．２７ （土）　小川仙月さん原発講演会
５．２８－２９ （日 ・ 月） 福島有機農業猫の手応援隊

２０１７年生協活動スタート！ 6/11 第 43 回総代会に向けて

各地区の組合員代表

「総代」 さんが決まりました！
　常総生協は４０年を経て世代交代の中で新しい理事会がス

タートして 1 年。 ひとつひとつ経験を重ねながら 「組合員の協

同」、 「生産者との協同」 「地域とのつながり」 について討議し

判断をしてきました。

　昔とちがって働いているお母さんも多く、 身近に集まることも難

しくなってきていますが、 それでもなお、 いのちを大切にする気

持ち、 協同の気持ちを寄せ合ってこの協同組合をつくっていま

す。

　今年は時代が変化する中であっても、この 「つながりのしくみ」

「協同のしかた」 についていろいろな工夫をしてみようということ

になりました。

　その要 （かなめ） になるのが地区の組合員代表として選出さ

れた 「総代」 さん。 昔は各地区で年に 1 回は生産者をお呼び

して交流したり料理交流したり、 バスで子どもといっしょに産地訪

問したりと聞いています。 今年はもういちど組合員理事と各地区

総代さん、 そして毎週伺っている職員さんがつながりあっていけ

る 「しくみ」 づくりを工夫していきたいと思います。

　常総生協は小さな生協ですから、 組合員同士も近く意見も通

るし、 職員が毎週伺っていますので身近に質問も意見も言えま

す。 食べる人とつくる人の関係では、 職員が両者をつなげ、 身

近な地元の産地も多いので組合員も生産者もお互いに身近な

存在。 ですから、 きっと安心の食べ物や暮らしを協同する良い

組合になれると思います。

　総代のみなさま、 日々忙しいことと思いますが、 6/11 総代会

への参加をはじめにどうかこの一年ご協力をよろしくお願いいた

します。 　　　　　　　　　　　　　　（理事長 柳町、 専務理事 伊藤）

第 44 回総代会

【日時】 2017 年 ６月１１日 （日）
　　　　　　　　9:30 ～　13:00

【場所】  ウェルネスプラザ取手

（総代会）

　組合の最高議決機関です。組合員

が 1000 名以上の場合、代表を選

出して総会に代わる総代会を開催す

る。

　昨年度の活動のまとめや事業の決

算を承認し、今年の活動方針や事業

予算を検討し、決定します。

（総代）

　各地区より選出された 100 名。

総代会で組合員意見反映。組合員理

事と連携して地区別組合員懇談会の

お世話。地域での楽手会や講習会を

企画。

昨年の総代会
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地区 № 名前 コース 班名 地区 № 名前 コース 班名

取手市　

1 谷口 真利 C-1 ａ 東 702 谷口

牛久市

51 中丸 晴子 Ｄ -4 ａ ひたち野Ｐ中丸

2 片岡 陽子 D-1 ａ 東 P片岡 52 若狭　朋子 Ｄ -4 ａ 牛久 201 若狭

3 大橋 健一郎 Ｂ -1 ａ 本郷Ｐ大橋 53 小林 福代 Ｅ -4 ａ 神谷Ｐ小林

4 柴田　晶子 E-1 ａ Ｐ柴田晶子 54 小松田 文子 Ｅ -4 ａ さくら台 P小松田

5 本田 薫 Ｄ -1 ａ 青柳 202 本田

つくば市

55 服部 倫子 Ｅ -5 ａ 梅園Ｐ服部

6 藤瀬　純子 B-1 ａ 新２－０２ 56 塩見 直子 I-5 ａ 倉掛 P塩見

7 杉藤　雅子 B-1 本郷 P杉藤 57 後藤　加代子 H-5 ａ 二の宮２０４後藤

8 蓑輪 真実 D-3 ａ 戸頭 203 蓑輪 58 山口　真由理 H-5 ａ 吾妻 10 １山口

9 大関 光子 J-1 ａ 新町 P大関 59 服部 直美 I-5 ａ 吾妻 502 服部

10 古庄 あい J-1 ａ 新町１５古庄 60 佐藤 直美 A-5 ａ 稲荷前２５佐藤

11 狩野 順子 G-1 ａ 桜ヶ丘２０狩野 61 倉　左恵子 F-5 ａ 二の宮 207 倉

12 小髙 恵子 G-1 ａ 桜ヶ丘 P小高 62 水谷 敦子 D-5 ａ 東光台 P水谷

13 橋本 裕子 C-1 ａ 団地 408 橋本 63 倉持 早苗 F-5 ａ 小野崎 P倉持

14 大内 康恵 C-1 ａ 団地 403 大内 64 千葉 節子 G-5 ａ 富士見台 P千葉

15 児玉 清美 F-1 ａ P 児玉清美 65 パークナー 浩子 C-5 ａ 花畑 ST パークナー

16 加藤 富士子 G－１ａ 桜が丘１５加藤 66 稲垣 佳代子 B-5 ａ 松代 P稲垣

17 村上 恵子 A-1 ａ 井野 P村上 67 大和田 宏美 B-5 ａ 大白硲 P大和田

18 加藤 眞智子 A-1 ａ P 加藤眞智子 68 小針 薫 A-5 ａ 稲荷前 P小針

19 中塚 清子 D-3 ａ 戸頭 P中塚 69 百武　昌子 Ｅ -5 ａ 並木 P百武

20 松下 悦子 D-3 ａ 戸頭 P松下 70 松永 陽子 B-5 ａ 松代 405 松永

守谷市

21 野呂　桂子 E-3b 百合丘 P野呂 71 鈴木 理子 D-5 ａ 学園 P鈴木

22 谷田川　純子 A-3 ａ みずき野Ｐ谷田川 72 福本 愛 B-5 ａ 手代木 P福本

23 池場 裕美子 C-3 ａ 松前 P池場

土浦市

73 佐久間　佳津子 I-4 ａ 生田町 P佐久間

24 上田 潤子 G-3 ａ ひがし野Ｐ上田 74 中安　和代 G-4 ａ 荒川沖東 P中安

25 米倉　卓吾 G-3 ａ 百合ケ丘Ｐ米倉 75 浦谷 利江 H-4 ａ 穴塚 01

26 鹿島 孝子 A-3 ａ みずき野 P鹿島 76 永井 羊子 H-4 ａ 乙子 P永井

27 東　篤子 E-3a けやき台 P東篤子 阿見町 77 栗原　友香 G-4 ａ 若栗 P栗原

28 松本 由佳 E-3 ｂ 松ヶ丘 P松本 石岡市

かすみがうら市

78 舟田 千紘 Ａ -4 ａ 柿岡 101 舟田

29 富田 知美 E-3a けやき台 20 富田 79 早川 幸子 Ａ -4 ａ 柿岡Ｐ早川

30 小西 恵子 C-3 ａ 野木崎 12 小西

我孫子市

印西市

80 佐野 利子 Ｇ -2 ａ 湖北台Ｐ佐野

31 稲田 昭吾 Z-2 ａ 本部 ST 稲田 81 河合　澄恵 E-2 ａ つくし野Ｐ河合

32 鵜野 美春 B-3 ａ 大柏 P鵜野 82 早川 泰子 Ｇ -2 ａ 湖北台Ｐ早川

33 川村 喜久子 B-3 ａ 松並 P川村 83 渡辺 牧子 Ｇ -2 ａ 新木野 54 渡辺

34 小松崎 真紀 D-3 ａ 松ヶ丘 P小松崎 84 福田 はぎの Ｂ -2 ａ 天王台Ｐ福田

35 三木 妙子 H-3 ａ 松前台 P三木 85 鈴木 雅子 B-2 ａ 白山 25 鈴木

つくばみら

い市

36 鈴木 百栄 I-3 ａ 筒戸Ｐ鈴木

柏市

86 佐野 浩美 E-2 ａ 布施新町Ｐ佐野

37 舘内 佳子 I-3 ａ 紫峰ヶ丘 P舘内 87 入江 利成 F-2 ａ 増尾台 P入江

38 本間 知子 I-3 ａ 陽光 A ２０５本間 88 加藤 美智子 F-2 ａ 増尾 P加藤

常総市 39 壺井 和子 F-3 ａ 亀岡町 P壺井 89 藤原 弥生 D-2 ａ 藤心 78

坂東市 40 名越 泰子 F-3 ａ 坂東 P名越 90 栗原 昌枝 C-2 ａ 松ヶ崎 P栗原

利根町

41 村田 澄江 D-1 ａ 白鷹 23 村田
松戸市

鎌ヶ谷市

91 齊藤 純子 D-2 ａ 小金原 P齊藤

42 久保 具子 D-1 ａ 羽根野Ｐ久保 92 川上 朝子 A-2 ａ 松戸 501 川上

43 森谷 美穂 I-1 ａ ニュー０５ 93 今井 幸子 A-2 ａ 金ヶ作 P今井

龍ヶ崎市

44 飯野　就子 F-4 ａ 松葉 P飯野
流山市 

野田市

94 岩田　千晶 C-2 ａ 西初石 308 岩田

45 茂田　初枝 F-4 ａ 松 3-03 95 武智 多恵子 I-2 ａ 岩名 P武智

46 川上　良子 F-4 ａ 松葉 P川上 96 岩垂 智子 C-2 ａ 西初石 P岩垂

47 西村　咲子 F-4 ａ 松 5-02

戸頭店

97 高城 晴美 戸頭 戸頭店

48 川上 智子 B-4 ａ 中根台O川上 98 桜井　明美 戸頭 戸頭店

49 坂本 祐子 C-4 ａ 藤ヶ丘 P坂本 99 長塚 美和子 戸頭 戸頭店

50 椎塚 契乃 C-4 ａ 小柴 P椎塚 100 竹村 たつ子 戸頭 戸頭店

わたしの地区の総代さん　　今年はだれがなって下さったかしら？

わたしたちの代表・地域のお世話役として、今年一年よろしくお願いいたします！
2017 年度総代名簿
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２０１７年度のみんなで取り組む活動テーマは 「地域でつくり食べる有機のお野菜」

同じ気候風土の中で育つということ　人も作物も

常総生協はどうして地産地消・地域自給にこだわるの？

　昔から 「四里四方に病なし」 という言い伝えがあります。 四里四方で

とれる食材を食べていれば病気知らずで健康でいられるという伝えです。

同じ気候風土の中で育ったものは、 そこで暮らす人の身体にもなじみ、

そこの旬を頂けば季節季節で身体が必要とする栄養素やミネラルも摂取

できる。 そんな自然の摂理、 言い伝えを私たちは大切にしていきたいと

考えてきました。

　作物も同様で、 そこの土壌、 気候風土の中で生き残り農家の目と手で

選抜されてきたものは病気や虫にも強く、 農薬もいらない。 大豆などはと

てもナイーブで、 同じ種でも隣の県で播いても育たないことさえあります。

昔外国から入ってきた種子も長い年月の中で日本の土壌や気候風土の

中で何世代も重ねてゆく中でこの自然風土に適合するように変わってゆ

きました。 その地で生き残り、 伝えられてきたタネ・伝統野菜があります。

これらは 「在来種」 「遺伝資源」 と呼ばれます。 人間もそこの気候風

土の中で食物を頂き世代を重ねることで体質 ・ 遺伝特性がつくられて

きた。 これらをもって 「心土不二」 とも呼ばれます。

　他方、 食はグローバルになって世界の食べ物が簡単に手に入る時代

になりました。 同時に食べ物を儲けの手段に使う企業が出てきて種子が

単一化されたり、 異質な土地で単一栽培をするがゆえの病害虫を抑える

今週は筑波山の向こう、 やさとの仲間たち

天池さん宅で、やさとの仲間と生協
で 2016 年度の反省と 2017 年度の
作付会議。春野菜に向けて（１月）

カタログ表紙の背景　風土はFood（食）
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今年は順次商品カタログで地元生産者を

特集していきます。
　今週の商品カタログ表紙は「やさとの仲間」。

　「有機農業のメッカ」「食と匠の集積地」「有機の里」「日本のヨーロッ

パ」 と呼ばれる石岡市 ・ 旧八郷町。 筑波山の裏の柿岡盆地がその

地です。

　天池さんとはアパレルの仕事をやめてご夫婦で有機

農業をやさとではじめた 1999 年からのおつきあいで

す。 田中さんはパテシエだった奥さんと本当の素材

づくりからと八郷で有機農業をはじめて仲間になりまし

た。 奥さんのパンも好評です。 桑原さんは大阪出身

の板前さん。 だか

ら野菜セットのレシ

ピは充実。 有機野

菜セットだけでなく単品でも少量多様なものを届けてくれます。 また

在来種や珍しい固有種の野菜も育ててくれています。

　今、 商品部で商品開発中なのは、 桑原さんが作った、 やさとに

昔から伝わる大豆 「八郷在来」 を使った大粒納豆。 お楽しみに！

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　５－４

ための遺伝子組み換え技術は生産支配の道具にさ

えなってしまっています。 （これらの話は 6/11 総代

会後の講演会でもお話しを聞きます）

　

　設立以来地産地消を進めてきた私たちは 2000

年に入って、 自然の摂理を大切にし在来のタネも

分かちあい消費者との関係を大切にする有機農業

者、 地元の有機農業者との提携を始めました。

　原発事故という歴史事件に直面し、 地元生産者と

の関係が危ぶまれましたが、 幸い土壌の力 （セシ

ウム吸着） とともに、 常総生協組合員が心寄せ支

え続けてくれてくれました。

　今年、 あらためて地域の野菜、 地域の有機農業

を消費者が共に作り食べて共に育ててゆくことを活

動テーマにしました。

　地元の生産者には宇治田農園 （石岡市）、 やさ

との仲間 （石岡市 /旧八郷町）、鈴木牧場 （土・草・

牛 ・ 堆肥の循環の有機農業 / 石岡市）、 いちごの

竹村さん （石岡市）、 清水農園 （坂東市）、 浅野

農園 （常総市）、 千葉の組合員限定でお届けして

いる三里塚ワンパック野菜 （成田市） などの有機

生産者がいます。 今本部のある守谷市で、 魚住農

園で有機農業を学んでいる生産者との提携も準備

されています。

桑原さんさん夫妻。
元板前の腕を生かしておもてなし。

モミがら燻炭を作る田中さんとパンを
焼く久美子さん。

天池さん夫妻。冬に春野菜の苗を
育てる苗床の踏込温床の前で。
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組合員、 生産者、 職員の広場

〇本当に美味しいお酒です♪
井筒ワイン、五人娘。すごくうれしいラインアップです。
本当に美味しいお酒です。お酒に弱い私ですが、身体
にいらないものが入っていないから美味しくいただい
ている貴重な飲み物です。寺田本家の「むすひ」も是非、
お願いします！

（坂東市　Ｍ .Ｔさん）

〇広瀬さんの講演会
ニュースレターで広瀬さんの講演会についてまとめて
載せていただきありがとうございました。なぜ再稼働
が問題となるのかがとても分かりやすく、自分のなか
での反原発の想いを再認識することができました。主
人や母にも紹介したいと思います。

（つくば市　Ｍ .Ｕさん）

広瀬さんの講演行けなかったので伊藤専務の記事とて
も嬉しいです！今からしっかり読みます！！

（つくば市　Ａ .Ｎさん）

〇気持ちまで明るくなります。
毎週配達の日が待ち遠しくて仕方がありません。(^^)　
常総生協を始めて料理をするのが楽しくなりました。
安全な食材を扱っていると、気持ちまで明るくなりま
す (^^)

（つくば市　Ｕ .Ｍさん）

〇メールマガジンが充実してきて、良いですね !!
いつもお世話になっています。回を重ねる度に内容が
充実して来ているメールマガジンを読ませて頂いてま
す。初回からある始めのコメントが、一呼吸置いてか
らの内容チェックに繋がっているのがいいですね。他
ではほとんどないオイルコーティングのないレーズン
を良く使いますが、いつでも注文でき、探し回らなく
ていいのでとても助かっています。

（つくば市　Ｋ .Ｍさん）

〇組合員、生産者と職員の全部合わせて幸せ

　になることこそ、大切なこと！！
連休中なのに供給ありがとうございます！！組合員と
してとても助かっていますが、職員の皆さんはお休み
とれていますか？組合員へのサービスはとてもうれし
いのですが、ご家族へのサービスも忘れずにお願いし
ます。組合員、生産者と職員の全部合わせて幸せにな
ることこそ、大切なこと！！職員の皆さんもお休みとっ
てくださいね。

（取手市　Ａ .Ｓさん）

〇美味しい食材をありがとうございます♪
いつも美味しい食材を届けていただきありがとうござ
います。スーパーで買うものとはお肉からお魚、野菜
までどれも違っていて素晴らしい食材なのだと感じて
います。これからもよろしくお願いいたします。

（野田市　Ｈ .Ｕさん）

〇渥美さんのグレープフルーツ
酸味が強く、甘さが少なかったです。ジューシーでミ
カンのように剥いて食べれます。鈴木さんのヨーグル
トと一緒に食べたら、やめられません。

（つくば市　Ａ .Ｍさん）

〇さんま黒酢煮
魚嫌いの人でも楽に食べられる。チーズをのせて焼く
の良し！

（利根町　Ｈ .Ｓさん）

〇柏田中のトマト
プチトマト以外は食べない娘が、｢ドレッシング、か
けなければ良かった～」と後悔するほど美味しかった
です。

（つくば市　Ａ .Ｍさん）

〇甘夏甘くて美味しいです )^o^(
無茶々園の甘夏甘くて美味しいです。酸っぱいと思い
込んで敬遠している方に是非試してほしいです。皮も
1個ずつ刻んで冷凍しておけば贅沢なマーマレードが
簡単に手作りできます。甘さも好みのまま、時間のあ
る時に手間をかけておけば長～く楽しめます。

（龍ヶ崎市　Ｈ .Ｓさん）

〇友達にも分けました !!
トマト（柏田中の完熟トマト）おいしいですね。友達
にも分けて食べてもらいました。サマーオレンジもお
いしいですね。
また注文しますね。

（つくばみら市　Ｔ .Ｕさん）

〇個人的に欲しいです。
「私も以前、阿部さんが担当だった時、「あべ chan.
com」を楽しみにしていましたファンの 1人です。で
きれば私も個人的に欲しいと思ってます。

（取手市　Ｅ .Ｙさん）
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