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【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2017 年度活動テーマ　～地元のやさいを食べよう～

【2017 年 10 月の予定】

●生協基幹運営／地域活動 ・催し● ●提携 ・協同 ・連帯企画●

【定期開催の催事】
• 毎週木曜日につくば桜運動公園ゴンタの丘にて地域コミ
ニュティ活動中。

• 10月は第3金曜日にゆるカフェ開催。「5アンペア講習会」
• 毎月第 1土曜日にじょうそう朝市を開催しています。

10/25 （水） 理事会
10/28 （土） 「歴史を学ぼう」 市民講座
　　　　　　　　牛久、 流山、 野田地区一斉ポスティング

10/21-22 （土－日） 水戸検診
10/26 （木） 東海第差止訴訟第 19 回口頭弁論

公共品種、在来品種を守るために、組合員、

生産者の力を結集して、署名活動のご協力

お願いします。

※署名用紙は今週の配布している商品案内に同封されています。
生協への提出締め切りは 11 月 25 日（土）までとなります。

　戦後の日本の食と農を支えてきた主要農作物種子法 （以下種

子法） が、 2018 年 3 月末日で廃止されることになりました。 この

種子法の下、 コメや麦、 大豆などの主要農作物の種子の維持 ・

開発のための施策が実施され、 農家には安くて優良な種子が、

消費者には美味しいコメなどが安定的に供給されてきました。

　しかし、 規制改革推進会議は、 この種子法が民間企業の種子

事業への投資を阻害するとして廃止を打ち出し、 2 月に閣議決

定、 満足な審議なく 4 月に国会で廃止が決まってしまいました。

この廃止により、 今後コメなどの種子価格の高騰、 地域条件等に

適合した品種の維持 ・ 開発などの衰退が心配されています。

　私たちの 「食」 を支えている農業。 作物を育てるには種が必

要です。種は、その土地の気候、気温風土に根ざした種（在来種）

があります。 先人たちが大切に育んできた農業がいま破壊され、

世界の種子市場を独占する遺伝子組み換え企業が日本の種子

市場を支配していく脅威を感じます。

　こんなことがまかり通って良いはずがありません。 皆で立ち上

がり、 種子 （たね） を守る新しい立法に向けて声を出して集め

ていきましょう !!

署名のご協力のお願い !!
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理事会より、 日本の公共品種を守る取り組みとして署名活動を行っていきましょう。

　戦後の日本の食と農を支えてきた主要農作物種子法廃止法案が成立し、  2018 年 3 月 31 日をもって 同法は廃止さ
れることとなりました。民間企業の種子市場参入を妨げているという理由で突然決まったこの廃止により、種子価格
の高騰や種子の多様性の喪失、また海外のバイオメジャー（遺伝子組み換え企業）による日本市場への影響、日本の
食料主権が脅かされる可能性、などが危惧されます。
　私たちは日本の種子（たね）を守り、日本の食と農を守るために、生産者や消費者という立場の違いを越えて「日
本の種子（たね）を守る為に、常総生協では 8 月の理事会の承認を経て「日本の種子（たね）を守る会」の会員となり、
生産者、組合員へ発信して日本の「食と農」を守る活動をしていきます。

～種子法廃止で起こりうる問題～

※「日本の種子（たね）を守る会」のリーフレットより
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10 月 4 回のご注文番号はこちら↓↓ 
11 番　高柳さんのれんこん　1 本 (1.3 ～ 1.5kg)　税込 1177 円 

12 番　高柳さんのれんこん　400g　税込 491 円 

46 番　長島さんのレタス　1 玉　税込 211 円 

47 番　長島さんのサニーレタス　1 玉　税込 178 円 

48 番　大和田さんのさつまいも　1kg　税込 410 円 

49 番　微生物農法の会の小松菜　1 束　税込 180 円

産地情報 「微生物農法の会」

　9 月末に茨城県行方市にある「微生物農法の会」の畑にお邪魔してきました。微生物農法の会とは、農薬
は化学肥料を使わず微生物の力を借りながら、力強い土づくりを行い作物を育てている生産者グループです。
　独自の良質な堆肥はもちろん、酵素液やアミノ酸など手作りで行っており、そのこだわりは並大抵ではあ
りません。8 ～ 9 月中旬にかけては天候不順・日照不足の影響で夏野菜の収穫が満足にいきませんでした。
10 月 1 回からは、小松菜、レタス・サニーレタス・さつまいもがスタート、今回配布している 10 月 4 回は
毎年好評いただいている「れんこん」がいよいよ本格的に収穫が始まります！ 
 
　露地栽培の野菜、かつ無農薬・無化学肥料での栽培で一番大変なのが除草作業です。畑に来て驚いたのが
細かに除草が行き届いている事でした。現在は研修生やボランティアの方たちの協力もありこうした細かな
配慮まで行き届いております。 
 
　また、ブロッコリーの畑、にんにくのハウスも見せてもらいました。今年、ブロッコリーに特に力を入れ
ており作付面積も広くなりました。今から非常に楽しみです。また、今シーズンにんにくの収穫が苦戦しま
した。そこで今年はにんにくの作付量をさらに増やし、安定的に出荷できるよう準備を進めています。

長芋の畑　収穫時期は 11 月上旬～ ブロッコリーの苗床　遅まきで収穫時
期は１月上旬～

ブロッコリーの畑　早まきで収穫時期
は 11 月上旬～

来シーズンに向けて、にんにくの芽を
管理しています。定植は 10 月上旬 キャベツ畑　収穫時期は 11 月上旬～ 小松菜の畑　収穫時期は 10 月初旬～

レタス・サニーレタスの畑　収穫時期は
10 月初旬～

10 月末には微生物農法の会 ( 長島さん宅 ) で第三回援農（畑のお手伝いと交流会）
がありますので、ぜひ 1 度畑を見に行きませんか？ 
お待ちしております！
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日程 開催地区※詳細は別途地域ごとにお知らせを配布します。
10 月 28 日（土） 牛久地区、流山・野田地区
11 月 11 日（土） 我孫子地区

　組合員、 職員

みんなで常総生

協 PR チラシの配布を行い

ましょう♪

　下記の開催地域以外でも

ご希望がありましたら、 供給

担当に伝えて下さい。 どんど

ん開催していきます。

供給部より、 生協の 「仲間づくり」 にご協力をお願いします !!

2017 年度第 4回理事会報告

1. 開催日時：2017 年 10 月 4 日（水）10：00 ～ 13：15
2. 開催場所：常総生活協同組合　2F 組合員活動室

（協議検討事項）
第 1 号議案　理事長職務代行の件
第 2 号議案　理事会、組合員活動リーダーの件
第 3 号議案　GMO フリーゾーン全国集会をネットワーク 21 生協として参画する件
第 4 号議案　日本の種子を守る会より、「公共品種を守る新しい法律を求める署名活動」への参加について

※上記の議案に対し、協議、検討を行い承認されました。

（報告・相談事項）
• DBserver のトラブルの件
• 8 月決算報告
• 9 月事業報告
• 茨城県連理事会報告
• 業者会役員会開催報告
• 活動報告（牛乳 PJ、ゴンタの丘活動、せっけん活動 etc.）

※上記の報告を行い、次回 10 月 25 日（水）10 時から常総生協本部 2 階　組合員活動室 にて行
うことが確認され 13：15 に閉会しました。



5

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　10-4

組合員と生産者と職員の広場

〇カタログ表記について

表示についてお願いがあります。野菜の「減農薬」
の表示はあいまいのように思います。「農薬使用
〇〇回」と表示して販売しているお店もあります。

「減農薬」だけでは目安になりませんので・・・。
（利根町　N さん）

この度は貴重なご意見ありがとうございます。確
かに減農薬といっても使用量に幅がありますので、
そのような表記にすれば ( 良くも悪くも ) 信頼感が
増すと思います。生産者の「防除暦」は完全に把
握していない部分があります。そこは常総生協の
品質の担保とするよう、急ぎで動いていくように
します。そして防除暦「栽培期間中●回使用」と
いう表現ができるように取り組んで参ります。

（商品部　小宮山）

〇ジュース用のはね出しりんごはありますか？

毎日にんじんジュースに混ぜて飲みますのでなる
べくお得な方が良いのですが。

（柏市　Y さん）
ご意見ありがとうございます。
ジュース用のりんごですが、「はねだしりんご少量
規格」3 ～ 4 玉の企画は例年やっているのですが、
特用はまだ企画したことはありません。今回のご
意見を聞いて、ニーズはあると感じましたので、
生産者と話を詰めてスポット ( シーズン 1 ～ 2 回 )
で展開できるよう検討していきます。なお、「はね
だしりんご少量規格」の展開は 12 ～ 1 月を予定し
ておりますので、ぜひご利用いただければ幸いで
す。今後ともよろしくお願いいたします。

（商品部　小宮山）

〇あべ chan. ｃｏｍ（担当者 News）ありが

　とうございます。

仕事が忙しくお友達を増やすことがなかなかでき
ません。安心安全！生産者の志と汗が伝わり、子
供たちのために頑張って下さっている常総生協さ
ん。安心安全を！おいしいをＰＲするイベントな
ど松戸市でも展開して頂きたいです。

（松戸市　W さん）

ご意見ありがとうございます。
現在キッチン car を使って各地区回って常総生協

の取り組みを PR しています。松戸市にも今後巡回
していきますので、その際はご協力宜しくお願い
致します。

（組織部　矢島）

〇また取り扱ってくれたら注文します。

先日、国産きざみ鰻（かねなか）をご飯の上にの
せてうな丼のつもりでいただきました。タレと鰻
が合ってとても美味しかったです。実は娘たちは
敬老の日特集だったかと思いますが、湯煎で温め
てご飯に載せるうな丼用（大黒淡水）の鰻をレト
ルトしてうな丼として出しました。私は夜の食事
は軽めでないと体にこたえるので、「きざみうなぎ」
で。「きざみ鰻」を購入したのは夏の土用よりかな
り前の「土用」のうなぎの 1 つとしてカタログに
紹介してあったから。ちらし寿司や酢のものにい
いかなと。それが、夏の土用も過ぎ、秋口の土用
過ぎにやっと食卓に上がりました。体力気力がほ
しいなあと思います。関西で言う「ばらずし」。ずっ
と作っていません。色々具を煮て大変でしたけど
やりがいはありました。そうそう、「きざみうなぎ」
3 月の下の娘の誕生日のお祝いにお寿司を飾りたい
と思って買ったんです。でも、美味しくいただけ
てとてもよかったです。また取り扱ってくれたら
注文します。

（つくば市　N さん）

〇無茶々園のみかんの木勘違い !? について

去年は近所でも桜の木が間違えて咲いていました。
１本だけでしたが、無茶々園では、みかんの木ど
おしが情報交換しているのかもしれませんね。きっ
とこの次はその情報交換が良い方に動いて、沢山
の花を咲かせてくれると思います。どうぞめげず
にみかんの木を大切に育てて下さい !!

（取手市　M さん）

〇見やすくなりました♪

カタログとても見やすくなりました。忙しい夜に
うれしい時短で子どもが寝てからの自由時間がほ
んのり増えた・・・ような。それくらいの印象で
した。

（つくば市　U さん）
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