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【２０１７年５～６月の予定】
●生協基幹運営／地域活動 ・催し● ●提携 ・協同 ・連帯企画●

６．３ （土）　じょうそう朝市 （本部）
６. ５ （月） 脱原発と暮らし見直し委員会
６．６ （火）　山本先生憲法講座
６．１１ （日）　第 44 回通常総代会
６. ２４ （土） 「さけるチーズづくり」 交流会 （本部）
　　　　　　　　都留先生歴史講座

６．１０ （土）　新しい風さとやま 牛久自給田田植え
６．１０- １１ （土日） 子ども基金甲状腺検診 （那須塩原）
６．１７ （土）　松戸 ・ 香辛飯屋イベント
６. １８　（日） 児玉順一先生講演会 （生協本部）
６. ２５ （日） 我孫子元気フェスタ
６. ２６ （月） あいコープふくしま総代会

　第４４回常総生協総代会は取手駅から５分の取手ウェルネスプラザ

【ものづくり 人づくり 地域づくり】 
6/11 （日） の総代会（午前）、遺伝子組み換え講演会（午後） にぜひお越しください！

総代会議案書をお届けしています。

【100 名の総代の皆さまへ】
封筒で「総代会会関係書類」一式を
お届けしています。

「総代招集通知」、「総代証明書」、「議
案書」、「交通費実費精算書」、欠席
の場合の「書面議決書」など、総代
会での重要書類が入っています。

2016 年度の活動・事業の振り返りと、2017
年度生協としての活動、事業方針を説明して
います。議案書をご希望の方はご意見欄もし
くは、供給担当にお申し付けください。
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2017 年度　総代会議案書の中身を少しご紹介します !

2017 年度総代会議案書ダイジェスト

■巻頭

常総生協と一緒に活動してきた皆様からメッセージを寄せていただきました。

■議事 （主な議案を紹介

【1 号議案】2017 年度活動の振り返りと決算
　　　1. 運営、活動のまとめ
　　　　・新理事会体制の運営について
　　　　・常総市、熊本、岩手県災害支援活
　　　　　動のまとめ
　　　　・2016 年度活動テーマ【くらしの
　　　　　知恵を学びあい、地域へ拡げよう】
　　　　　についての活動報告。

　　　2. 事業・業務のまとめ
　　　　・事業、業務についてのまとめ
　　　　・放射能検査報告

　　　3. 決算監査報告
　　　　・2016 年度決算報告

【2 号議案】2017 年度活動方針と予算
　　　1. 活動方針案
　　　　・「地元のやさいを食べよう !」活動
　　　　　テーマの説明と活動計画
　　　　・事業、放射能検査方針
　　　
　　　2. 予算案
　　　　・予算方針

15・16年度　加入動機別対比表

15年度 16年度 前年比 15年度 16年度 前年比

1 0 3 - 0.0% 0.8% -

2 9 23 255.6% 3.6% 6.3% 175.0%

3 86 133 154.7% 34.4% 36.4% 105.9%

4 62 80 129.0% 24.8% 21.9% 88.4%

5 27 34 125.9% 10.8% 9.3% 86.3%

6 7 27 385.7% 2.8% 7.4% 264.2%

7 59 48 81.4% 23.6% 13.2% 55.7%

8 0 17 - 0.0% 4.7% -

250 365 146.0% 100.0% 100.0% -

加入動機 加入 構成比

2016/4-2017/3月【累計】

合計

その他

外部委託

チラシ（折り込み）

チラシ（ポスティング）

戸別訪問

組合員紹介

ホームページ

イベント
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総代会議案書製作を終えて （専務理事　伊藤）

　今回、初めて総代会議案書を製作しました。12 か月の生協の活動、事業のまとめを一冊の冊子に
するという事にプレッシャーを感じながらも、振り返りをすることで、1 年間でも様々なことがあり、
組合員、生産者、職員が共に支え合ってきたと、すごく実感しました。

●三者が力を合わせて取り組めた生協まつり

　生協まつりは、新理事会体制になって今までとは全く違った運営体制で、新しい取り組みになりま
した。組合員の中で実行委員会を募り、立ち上げ、企画、運営を主体となって活動しました。組合員、
職員、生産者からの提案を実行委員会で協議しながら、運営できたこと、来場者も前年を 100 人増で
きたことは、組合として非常に大きな糧になりました。その刺激もあって、今年度はすでに業者会役
員会の方からも生協まつりについて提案を頂いています。
　
●前年を越せた事業成績

（事業報告）
　購入事業 9.24 億円　前年比 100.4％（計画比 94.6％）　経常剰余△ 1,395 万円
　共同購入加入 398 名（計画比 61.2％）に対し脱退 224 名と純増 174 名。

計画には及びませんでしたが、組合員さんの協同の力で、2009 年から前年を下回り続けていた供給
高と、組合員拡大は前年を上回った事は今後の励みになります。

●産地交流、 学習会、 講習会を沢山開催できました。

　2016 年度は 24 の産地交流、学習会、講習会を開催することができました。その他にも各地区で
開催した、手作りバター講習会、みそ作り講習会、各地の催しへの参加も行う事ができ、組合員活動
が活性化できました。

●災害支援

　2016 年度は 2015 年に引き続き常総市の水害への支援活動として居場所事業「よってがっしょ」
を行いました。また、2016 年 4 月の熊本大震災、9 月の台風 10 号による岩手県の災害支援活と 3
つの災害活動を行いました。1 年間で、3 つの災害支援を行ったのは常総生協 40 年以上の歴史の中
でも初めての出来事です。

　2016 年度は今でも思い返すと正直色々ありすぎて、何したんだろう？と振り返る間もなくあっと
いう間に過ぎ去って行った印象です。しかし、よーく思い返せば、組合員、生産者、職員が協力し合っ
て必死に動いていて、その中心に第 22 期理事会があったと思います。理事さん達の活発な意見、行
動が支えになり、そして励みになりました。専務理事に就任し、ただひたすらにどうしようともがい
ていた若造に、「しっかりしなさい、サポートするから」と言われて本当に助かりました。素晴らし
い理事、監事、組合員に感謝です。さぁ 2017 年度です。今年は地盤を固めて「地場の食」という生
協の基本理念を生産者、組合員と共に行動、実践していきたいと思います。組合員の皆さん、今年度
も宜しくお願い致します。
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仲間づくりコラム　～ 2 つの地域コミュニティ催事に参加してきました～

●新柏香辛飯屋 5/20（土）9：30-14：00

「地域ぐるみでの仲間作り」を合言葉に、
今年 2 月からスタートした新柏のカレー

屋さん「香辛飯屋」さんとのミニ朝市も今回で 4 回目。「第三土 曜日は生協の朝市の日」が、
少しずつですが地域の方に定着した様子。今回は、定番の三里塚有機野菜の展示即売のほ
かに、「ぬか床」の青空講習会を 実施。ぬか床の説明と生協職員が仕込んだぬか漬けを来
場者に試食頂き好評でした。次回は 6/17 土の予定です。おさそい合わせのうえ、ぜひお
越しください！

（三里塚野菜推進担当　柿崎）

●まめいち 5/21（日）10：00-14：00
　今回はつくば草の根はりきゅう院、小池さん（組合員）が毎月第３日曜日に開催してい
るコミュニティーマーケット「まめいち」に参加してきました！
今回は『釜揚げしらす丼』を販売。炊きたての「めぐみちゃんのお米」に「大葉」「葉ねぎ」「大
根おろし」をのせてダシ醤油をたらしたら出来上がり！「美味しい！美味しい！」と大好

評でした。
　生産者からは、せっけんの街工場長阿部さんが朝
から応援にかけつけてくれて、地域の方と交流しま
した。阿部さんはつくばにお住まいで、地元でも

「せっけんを広めたい」「組合員ともお話がしたい」
とおっしゃっていました。
　 次 回 は 6 月 18 日 午 後

15：00 からです。せっけんの街阿部さんもまた来てくれますし、
常総生協もシーズン毎のオススメ商品を紹介していきます。お近
くの方はぜひ足をお運びください！

（仲間づくり推進担当理事　矢島）
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6 月 24 （土） 鈴木牧場 「さけるチーズづくり体験」 交流会 参加者募集

　常総生協組合員には無くてはならないヨー
グルト、チーズの生産者、鈴木牧場さんとの
体験交流会を開催します。
　今回は生協まつりでも大好評だった「さけ
るチーズづくり」を体験させてもらいます。
教えてくれるのはチーズ製造を担当されてい
る美登里さん。普段供給されている「さける
チーズ」がどのように作られているのか、実
際にみんなで作ってみます。
　また、美味しいチーズのヒミツは何と言っ

ても健康に育てられた牛から搾られた良質な牛乳。鈴木牧場の牛さん達がどのように育てられて
いるのかも美登里さんから教えてもらいましょう。

◆開催日：6 月 24 日（土）

◆時間：10 時～ 13 時

◆場所：常総生協　本部 2 階調理室　（守谷市本町 281）　※守谷駅から徒歩 7 分

◆募集人数：20 名

　※熱湯を使用するので、チーズづくり体験への参加は小学生以上の方とさせていただ

　　きます。

　※応募者多数の場合は抽選になります。

◆参加費：500 円

　※さけるチーズづくりをされる方のみいただきます。ご家族で見学される方は無料です。

◆持ち物：エプロン、三角巾、マスク、（お子さんが参加される場合）子供の

　　　　　冬用の手袋

◆お申込み：参加申込書を提出いただくか、電話もしくはホームページから

　　　　　　6/16（金）までにお申込み下さい。

キリトリ

6/24（土）鈴木牧場「さけるチーズ作り」講習会参加申し込み書

〆切6/16（金まで）

　　　お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合員番号　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　参加人数　　大人　　　　　人　　子ども　　　　　人　　（チーズづくり体験参加希望者　　　　　　名

　　　備考欄（事前質問、相談事項等ありましたらお書きください）
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昨年生協まつりにて開催した「さけるチーズづくり体験」の様子
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