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【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2018 年度活動テーマ　～素材を活かしてわが家の味～

特別増資 500250　生協子ども基金 500252 にて毎週受け付けています、 ご協力の程宜しくお願い致します。

6 月 9 日 （土） 10 ： 00 ～ 13 ： 00

第 45 回通常総代会開催します。

常総生協第45回通常総代会開催公告
（日時）2018 年 6 月 9 日（土）10：00 ～ 13：00
　　　　13：00 ～ 15：00 地域組合員交流会＆鈴木牧場牛乳お披露目会

（場所）取手ウェルネスプラザ　多目的ホール
　　　（茨城県取手市新町 2-5-25）

（議題）
【第 1 号議案】2017 年度活動報告、決算報告承認の件 　
【第２号議案】2018 年度活動方針、予算（案）承認の件
【第３号議案】役員報酬承認の件
【第４号議案】組合員のみなし脱退承認の件　　　　　　　　　　
【第５号議案】役員選任の件
【第 6 号議案】議案議決効力発生の件　 　　

　総代会保育ボランティア　※お手伝いいただける方募集しています。 是非お願いします。

□ 総代会傍聴参加（10:00 ～ 13：00）※ 9:30 ～ 10：00 までにおいで下さい

□ 組合員交流会（おしゃべり会）＆鈴木牧場牛乳お披露目会参加（13:00 ～ 15:00）

□ 総代会保育ボランティア可（9:30 ～ 13:00 の間）

コース名　　　　　　班名　　　　　　　　　お名前　　　　　　　　　　　　　　

電話番号　　　　　　　　　　　　

交通手段　　□自家用車（駐車場必要）　□公共交通機関　□その他

6/9 （土） 総代会 ・ 交流会参加 ・ ボランティア申込

キリトリ

　総代会 ・ 交流会 参加申込

総代のみなさん！よろしくお願いいたします。
総代でない組合員さんもぜひ、総代会にお越し下さい。

★ 13 ： 00 ～ 15 ： 00 にお昼ご飯 （お弁

当は生協で手配します） を食べながら、

鈴木牧場牛乳完成お披露目会と各地区

組合員交流会 （おしゃべり会） を予定し

ています。 総代さんでない組合員さんも

是非いらしてください。

昨年の総代会の様子
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2018 年度各地区 「総代」 名簿

各地区からの「総代」が確定いたしましたので報告いたします。総代のみなさん、組合員を代表して総代会での討議、
そしてこの⼀年の運営よろしくお願いいたします。　（2018 年度 総代選挙管理委員会）

地区 NO コース 班名 地区 NO コース 班名
1 工藤　　米子 G-1a 桜が丘Ｐ工藤 51 松内　　貴代子 D-4a 栄町Ｐ松内

2 岩崎　　律子 G-1a 宮和Ｐ岩崎 52 小林　　福代 E-4a 神谷Ｐ小林

3 横山　　秀子 G-1a 桜が丘２４ 53 若狭　　朋子 D-4a 牛久２０１若狭

4 本田　　薫 D-1a 青柳２０２本田 54 有川　　洋子 G-5a 刈谷町Ｐ有川

5 片岡　　陽子 D-1a 東Ｐ片岡 55 川村　　直子 I-5a 花園Ｐ川村

6 大橋　　健一郎 B-1a 本郷Ｐ大橋 56 服部　　倫子 E-5a 梅園Ｐ服部

7 簑輪　　真実 D-3a 戸頭２０３簑輪 57 パークナー　浩子 C-5a 篠崎ＳＴパークナ

8 森　　恵美子 D-3a 戸頭Ｐ森 58 西尾　　典子 C-5a 花畑Ｐ西尾

9 中塚　　清子 D-3a 戸頭Ｐ中塚 59 千葉　　節子 G-5a 富士見台Ｐ千葉

10 児玉　　清美 F-1a 西Ｐ児玉清美 60 服部　　直美 I-5a 吾妻５０２服部

11 大内　　康恵 C-1a 青柳Ｐ大内 61 小針　　薫 A-5a 稲荷前Ｐ小針

12 橋本　　裕子 C-1a 団地４０８橋本 62 山口　　真由理 H-5a 吾妻10１山口

13 大関　　光子 J-1a 新町Ｐ大関 63 大和田　　宏美 B-5a 大白硲Ｐ大和田

14 﨏川　　宏子 J-1a 白山Ｐ﨏川 64 鈴木　　理子 D-5a 学園Ｐ鈴木

15 藤田　　伸子 H-1a 野々井Ｐ藤田 65 森田　　優 F-5a みどりの東Ｐ森田

16 中村　　泰子 E-1a 光風－０８ 66 白井　　奈々絵 I-5a 花園Ｐ川村

17 永坂　　陽子 E-1a 光風２０永坂 67 倉持　　早苗 F-5a 小野崎Ｐ倉持

18 古庄　　あい J-1a 新町１５古庄 68 松永　　陽子 B-5a 松代４０５松永

19 藤瀬　　純子 B-1a 新２－０２ 69 後藤　　加代子 H-5a 二の宮２０４後藤

20 村上　　恵子 A-1a 井野Ｐ村上 70 佐藤　　直美 A-5a 稲荷前２５佐藤

21 松本　　由佳 E-3B 松ケ丘Ｐ松本 71 ガンバ　　めぐみ D-5a 山中Ｐガンバ

22 東　　篤子 E-3a けやき台Ｐ東篤子 72 佐久間　佳津子 I-4a 生田町Ｐ佐久間

23 池場　　裕美子 C-3a 松前Ｐ池場 73 浦谷　　利江 H-4a 宍塚０１

24 原田　　仁美 C-3a 薬師台Ｐ原田 74 永井　　羊子 H-4a 乙戸Ｐ永井

25 小松崎　　真紀 D-3a 松ケ丘Ｐ小松崎 75 相﨑　　伸子 I-4a 中都町Ｐ相﨑

26 米倉　　卓吾 G-3a 百合ケ丘Ｐ米倉 76 伊原　　淳子 I-4a 稲吉東Ｐ伊原

27 鵜野　　美春 B-3a 大柏Ｐ鵜野 77 早川　　幸子 A-4a 柿岡Ｐ早川

28 須賀　　理恵 B-3a 百合ケ丘７３須賀 78 吉野　　納緒子 G-4a 中央Ｐ吉野

29 市村　　智美 C-3a 薬師Ｐ市村 79 福田　　はぎの B-2a 天王台Ｐ福田

30 綿引　　恵子 E-3B 松ケ丘Ｐ綿引 80 竹田　　太造 B-2a 寿Ｐ竹田

31 野呂　　桂子 E-3B 百合ケ丘Ｐ野呂 81 島﨑　　康子 E-2a 根戸Ｐ島﨑

32 上田　　俊英 G-3a ひがし野Ｐ上田 82 佐野　　利子 G-2a 湖北台Ｐ佐野

33 坂田　　真樹 G-3a ひがし野Ｐ坂田 83 鍛冶田　芙己子 G-2a 新木Ｐ鍛冶田

34 鹿島　　孝子 A-3a みずき野Ｐ鹿島 84 霜田　　啓子 F-2a 柏３０６霜田

35 横山　　奈美 A-3a みずき野Ｐ横山 85 畑中　　香織 F-2a 永楽台Ｐ畑中

36 本間　　知子 I-3a 陽光Ａ２０５本間 86 清野　　さつき D-2a 西山P清野

37 鈴木　　百栄 I-3a 筒戸Ｐ鈴木 87 藤原　　弥生 F-2a 藤心７８藤原

38 菅原　　直美 I-3a 陽光台107菅原 88 栗原　　昌枝 C-2a 松ケ崎Ｐ栗原

常総市 39 壺井　　和子 F-3a 亀岡町Ｐ壺井 89 牧野　　美智子 F-2a 新柏３０４牧野

坂東市 40 内田　　ちひろ F-3a 坂東２０ 90 斉藤　　純子 D-2a 小金原Ｐ斉藤

41 森谷　　美穂 I-1a ニユ－０５森谷 91 園山　　三左子 D-2a 小金原Ｐ園山

42 久保　　具子 D-1a 羽根野Ｐ久保 92 門間　　祐子 A-2a 八ケ崎Ｐ門間

43 村田　　澄江 D-1a 白鷺２３村田 93 今井　　幸子 A-2a 金ケ作Ｐ今井

44 北原　　広美 I-1a 南が丘２５北原 94 赤羽　　宮子 H-2a 西平井P赤羽

45 川上　　良子 F-4a 松葉Ｐ川上 95 佐原　　和子 I-2a 東深井Ｐ佐原

46 工藤　　道子 F-4a 松葉Ｐ工藤 96 大嶋　　光子 I-2a 花井Ｐ大嶋

47 飯野　　就子 F-4a 松葉Ｐ飯野 97 長塚　　美知子 戸頭 戸頭店

48 西村　　咲子 F-4a 松５－０２西村 98 田澤　　セツ 戸頭 戸頭店

49 丸山　　淳子 C-4a 城ノ内１６丸山 99 森下　　春江 戸頭 戸頭店

50 石井　久美 B-4a 長山Ｐ石井 100 桜井　　裕 戸頭 戸頭店

松戸市
鎌ヶ谷市

利根町

龍ヶ崎市

流山市、
野田

戸頭店

取手

牛久

つくば市

守谷市

土浦市

石岡/阿見/

かすみがう

ら

我孫子・
印西

柏市つくばみ
らい市

名前 名前
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「地場の有機野菜セット」 生産者紹介 part2　～清水農園の回～　

■清水さんの野菜セット（坂東市）
　1997 年からスタートした清水さんとのお付き合いも今年で 21 年を迎えます。その認知度は言わ
ずもがな、多くの組合員さんが契約しております。清水さんは加温するハウス栽培をしません。そ
の為、出来る野菜は季節にあった露地野菜ばかり。すなわち届いた野菜を食べているだけで、その
時旬の野菜が何なのか分かるのです。時には品目数以上のものが届くことあれば、畑に野菜がない
ときは内容が寂しくなったりします。それも畑の自然な姿として感じていただければと思います。。

※清水 - 野菜セットの例 ( 写真は 7 ～ 9 品です )
3 ～ 4 品目：635 円（税込 686 円）
5 ～ 6 品目：910 円（税込 983 円）
7 ～ 9 品目：1270 円（税込 1372 円）

≪清水さんからのメッセージ≫

「野菜セット待ってます！」と声を掛けていただいて、ありがとうございます。新た

な「サポート会員」には驚きました。生産者には夢のような企画です。「元気が出る野菜」

でお返ししたいと思います。

　「しらたかノラの会」は年代や経

歴の異なる9名（男性3名、女性6名）

により 2006 年に設立され、大内さ

んは設立当初からのメンバーです。

自ら農作物を育て、加工、販売を

行っており、常総生協でも「3 色煎

り豆」「筍ちまき」「鶏五目ご飯の素」

等が人気商品です。

　今年の 1 月に手が震える症状があり 1、2 月に

2 回検査を受けて判明したのがプリオン病とい

う難病指定された病と診断されました。2 月末

に国立山形病院へ入院していましたが、2018 年

4 月 27 日（金）15：20 に 62 歳という若さでこ

の世を去ってしまいました。非常に残念です。4

月 30 日（月）の葬儀に常総生協の代表として専

務理事の伊藤の方で参列させていただき、お別

れをしてきました。

　キリスト教式にて、大勢の参列者が大内さん

の死を悼み、お別れをしていました。式では色々

な方が、お話をするスタイルでした。大内さんが、

弱者に寄り添い、協同の精神のもとで「しらた

かノラの会」を立ち上げられたことを知りまし

た。日本の農業界としても、協同組合界として

もとても惜しい人材をなくしてしまったと悔や

まれます。

　他の「しらたかノラの会」のメンバーも現実

を受け入れられないほどの衝撃的な事だと思い

ます。私たち常総生協がどのように心を寄せ合っ

ていくか？天国で大内さんに笑われない生協に

していけるようにと心に誓いたいと思います。

そして組合員さんには「ノラの会」の商品を利

用して支えていく事も、継続的なつながりのひ

とつだと思います。是非想いを馳せて利用して

いただきたいと思います。※ 「しらたかノラの会」

へのメッセージ等ありましたら、 注文書コメントもしく

は WEB フォームへお寄せください。

【訃報】 「しらたかノラの会」 大内　文雄さんが亡くなられました。

（大内　文雄さんの略歴）

1956 年生。 福島県出身 （「有機人参まるごとジュース」 でおなじみ、 二本松有機農業研究会意の大内　信一さんの弟さんです。）、

山形県白鷹町在住。 20 歳の時に参加した全国愛農会 の愛農大学講座の受講をきっかけに、有機農業で生きることを決意。 その後、

有機農家のもとでの研修やアルバイト、 インドでの有機農業実践活動などを経て、 89 年、 家族で白鷹町に移住。 以来、 平飼い養

鶏のほか、米、野菜を完全無農薬・無化学肥料で栽培。 06 年に発足した 「しらたかノラの会」 で生産、加工、販売を手がけるほか、

おかえりなさいコンサート （障害をもつ人でも楽しめるイベントとして町民で集って 1992 年から開催。） の実行委員も務めていました。

大内　文雄さん
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3/16 に『石けん座談会』開きました♪ 参加したかったけれど残念ながら欠席という方も多くいらっ

しゃったので、頂いた質問にも答える形で、せっけんコラムに載せていきま〜 す♪ 
『せっけんの街』の川野さん。とてもエネルギッシュで活き活きと笑顔輝く素敵な女性！この道の

大先輩！ご本人から話しだしたら止まらないからタイムキーパーしてね♪と言われましたが、本当に

止まりませんでした（笑） 

そのお話しは洗濯を始めとしたせっけん使いのコツから、地球環境を危惧した深く考えさせられる

もので、参加者一同引き込まれました。 

＜＜川野さんのお話＞＞ 

せっけんは 40年程前から使用。当時、ある洗剤メーカーの知人から「自社の洗剤を使わずにせっけ

んを使っている、そういう同僚も多い」と聞き、その事に衝撃を受けて子育て真っ最中だった中、せ

っけんを調べ使い始めました。 

合成洗剤はたった 100 年位前にできたばかり。歴史が浅いから色々問題が出ている。いつかいいも

のが出来ると思うけれど、今はまだありません。 

最近は香りの強い柔軟剤や合成洗剤による「香害」なども出ています。辛い思いをしている人がい

るという事はやっぱりおかしなモノ！？ 

洗剤に限らず、食でも同じような事はあります。 

世界では何が起こっているか… 

氷河の中に種を保存したり、NASA は宇宙で野菜を作れるよう研究をしている。 

地球環境を絶望的に見つつ、何とか生き延びようと方策を練る世界。 

選ぶ事が出来る私たちは、どこかで折り合いをつけないとね。 

洗剤のなかった昔に作られた漢字の『洗』。この字は水の氵に先。先は足を意味します。 
昔はまず汚れる足を水で流してきれいにしていました。そこからできた漢字。 

つまり

環境汚染を防ぐために大きな工場などは PRTR 法で排水規制がありますが、家庭には排水規制はない

ですよね。 

あったらみんな困っちゃう。でも家庭からの排水が自然の水を汚しているのは事実。 

だから私たちに出来るのは自然の水を汚さないように、余計なもの、ケミカルなものはできるだけ

使わないようにする事です。                   (担当 といだ＠常総市） 

石けん座談会１ 
 みんなの 

＃20 

イラスト 

やまがみあやの 

 

2018 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●

【定期開催の催事】

• ゴンタの丘「常総っこ応援団」は 5 月 10 日、5 月 24 日（ア

ウトドア試食会） の予定です。

• 開催ゆるカフェ 5 月 18 日 （金） に開催いたします。

（綿くりをやる予定です）

• 毎月第 1 土曜日に青空マルシェを開催しています。

5/18（金）歴史を学ぼう - 未来のために（常総生協　会議室）

5/30 （水） 定例理事会

5/12、 13 （土、 日） 甲状腺、 血液検診 （常総生協本部）

5/16 （水） 茨城県生協連理事会

5/23 （水） 業者会役員会

5/25 （金） 生協ネットワーク 21　専務交流会

　　　　　　　　牛久どきどきファーム出店

5/27 （日） 甲状腺検診 （日立）


