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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。

西日本豪雨による産地被害について !
　西日本を襲った記録的な豪雨の死者は１５日午後７時現在のまとめで、１４府県で計２１２人にな

りました。広島県だけで１００人に達しているとのことです。安否不明者は４県で計２１人となって

います。猛烈な暑さが続き、各地の消防庁によると、被災地では熱中症で救急搬送される住民らが相

次いでいます。

　常総生協では生産者の安否は確認できました。そして、産地の被害情報も入ってきましたのでお伝

えします。※ホームページでも情報を掲載しています。

（7 月 14 日までの各産地情報）

常総生協では自然災害などの異常事態に備える意味で、「JOSO たすけあい基金」　NO.473 （1 口 500 円） を

毎週注文番号で基金を募っています。ご協力の程、よろしくお願い致します。

生産者の人的な被害がなかったものの、愛媛県の無茶々園の生産者の畑と搾汁工場で土砂災害の被害がありました。
これにより、予定していた加工用「ジューシーフルーツ」が搾汁が出来なくなったとのことで、「ジューシーフルーツ」
そのものの販売に切り替えることになりました。利用して産地を支えていきましょう !（詳細は 2P にて）

生産者 産地 主な商品 生産者状況

㈱日岡商事 兵庫県
黒豚コロッケ

など
生産者、スタッフ、事務所等の被害はありません。

鳴門魚類㈱ 徳島県
天日干しアジ

など
生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

㈱マストミ 徳島県 マグロなど 生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

江藤　廉平 大分県 原木しいたけ
事務所の敷地の一部に土砂が流れ込んだが、すでに清掃済
み。その他生産者、スタッフには大きな被害はありません。

伸栄商事 大阪府 特別企画品 生産者、スタッフ、事務所の被害はありません。

プロスペリティ 大阪府 特別企画品 生産者、スタッフ、事務所の被害はありません。

不動化学 大阪府 せっけん 生産者、スタッフ、事務所の被害はありません。

コモライフ株式会社 大阪府 特別企画品 生産者、スタッフ、事務所の被害はありません。

㈱秋川牧園 山口県 冷凍食品 生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

㈲ 高生連 高知県
土佐佐賀産直の
商品

生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

㈱岡上食品 香川県 そうめん 生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

㈱飯尾醸造 京都府 酢 生産者、スタッフ、事務所、「蔵」など被害はありません。

桜井食品㈱ 岐阜県
小麦、ほか乾

物
生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

㈱パネックス 岐阜県 パン 生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

ヤングビーナス薬品工業㈱ 岐阜県 特別企画品 生産者、スタッフ、事務所等の被害はありません。

フジワラ化学㈱食品事業部 愛媛県 青汁 生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

無茶々園 愛媛県
果物、真珠な

ど

生産者、スタッフ、事務所の被害はありませんが、一部のみ
かん畑の斜面が土砂崩れ・また搾汁工場で被害があり
ました。

藤井養蜂場

福岡※産

地は日本

全国

はちみつ 福岡の工場の被害はありません。

㈱ニッコー 熊本 冷凍食品 生産者、スタッフ、事務所、加工場等の被害はありません。

マインド松井
岐阜・熊

本
綿

岐阜も熊本ともに、生産者、スタッフ、事務所・加工場等の被
害はありません。
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無茶々園災害特別応援企画 !!

「ジューシーフルーツ」 を食べて産地を元気づけよう !!

　先日発生した西日本豪雨により、無茶々園のある愛媛県南
な ん よ ち ほ う

予地方では深刻な水害や土砂崩れが発生
しました。まだ確認中ではありますが、生産者・畑・施設の状況を報告します ( 情報は 7 月 12 日時
点のものです )。

■生産者 ・ 職員

　怪我人などの報告は入っていません。しかし、隣町の宇和島市吉
田地区においては、家屋の損壊、浸水などの被害がでています。

■畑 （明浜）

　柑橘園地（段々畑、傾斜地）では、土砂崩れによって園地そのも
のが崩れている箇所が多発しています。 同時に、農道、灌水設備、
モノラック（収穫したみかんをラックに入れて運ぶモノレールのこと）等、
広い範囲で被害がでています。

■施設

　宇和選果場や俵津倉庫、田之浜倉庫内に土砂が流れ込みました。いまの
ところ損壊などはなさそうですが、しばらくは清掃などの対応を行う必要
があり、復興するまでには時間がかかりそうです。

＜ジューシーフルーツを食べて産地を支えよう！＞

　常総生協でも現在企画しているジューシーフルーツ 3 ㎏ ( 箱売り ) ですが、通常であれば企画が終
了した後 8 月下旬～末にかけて搾汁機でジュースや加工品に回す為、ある程度のストックをしておき
ます。しかし、今回の豪雨で搾汁機のある工場に土砂が流れ込み、稼働を見合わせている状況です。
　この状況ではストックしておく予定のジューシーフルーツも行き場をなくしてしまいます。無茶々
園と協議し、実った果実を無駄の無いように販売していく事にしました。
　無茶々園は 2 年前の熊本震災の時、 支援物資として沢山の 「みかん」 をいただいて現地に届けました。

今度は私たちが、 利用をすることで無茶々園を支える行動になります。 是非ご協力ください。

通常、税込組合員価格 1,550 円のところ、1,332 円となります。
お盆の時期には急な来客や大勢の人が集まる機会が多いので、箱売り企画は重宝すること間違いあり
ません。この時期にさっぱりした柑橘は本当に貴重で美味しいです。

☆ 8 月 2 回　注文番号：32 番　1,233 円 (1,332 円 )  通常価格 1,550 円
☆ 8 月 3 回　注文番号：27 番　1,233 円 (1,332 円 )  通常価格 1,550 円

畑が抜けて土砂崩れが起こっている。

モノラックごと崩壊
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自然の滋味「出
ダ シ

汁」を使って、味噌汁・煮物料理にどうぞ♪　※こちらの 3 商品は 8 月 2 回 12 ページ

にも掲載されています。

☆注文番号：309 番　日高昆布一等検　70g （特価）　税込 664 円　通常税込価格 680 円　

☆注文番号：310 番　宮崎県産どんこしいたけ　55g　税込 994 円

☆注文番号：557 番　だし昆布（カット）70g　税込 421 円

リアス工場見学報告 part2　～参加者の感想～

○ご家族が気持ちを一つにして会社を盛り上げてい

ることを知りました。

海藻は食べなければいけない食材と考えていま
す。おおげさですが、日本の食を守る為どうぞが
んばってください。

（我孫子市 M・S さん）

○工場見学とても楽しかったです。

震災被害の実態とどう克服されてきたのかをもっ
と詳しくお聞きしたかったです。私も宮城出身で
石巻にも馴染みがあります。復興の気持ちもあり、
利用させて頂いています。本日も絆わかめの味噌
汁とソフト納豆昆布を食べて家を出てきました。
とにかく頑張って商品を提供し続けて頂きたいで
す。リアスさんの取扱商品の多様さ、お店のキレ
イさに驚きました。

（取手市 H・S さん）

○乾物は便利で栄養もある 「優れもの」 !!

乾物は時間を要する食品と思っていましたが、上
手に利用することにより便利で栄養もある「優れ
もの」ということを知りました。１つの原材料か
らいろいろな商品が作られることにびっくり！

（柏市 M・K さん）

○試食はどれも美味しかったです。

お忙しい中、時間を作ってくださりありがとうご
ざいました。試食はどれも美味しかったです。レ
シピもついているので、さっそく商品を買って家

で作りたいと思います。パンも美味しかったです
が、自分では上手に作れないので買って帰りま
す！

（M・M さん）

○リアスさんのこだわりがたっぷり伝わってきました。

社長をはじめ、働いているみなさまがとても笑顔
で親切で嬉しかったです。座学なのにあっという
間の 1.5 時間でした。リアスさんのこだわりが
たっぷり伝わってきました。

（守谷市：Y・K さん）

○手作りを基本に素晴らしい !!

震災の後の復興（会社含め）努力に頭が下がりま
した。厳しいとは思いますが、食べることで応援
させて頂きます。わかめ塩パン、見学もさせてい
ただき試食させていただき美味しかったです。手
作りを基本に素晴らしいと思いました。

（T・H さん）

○アットホームな雰囲気で温かみを感じました。

商品説明も面白く工場見学もアットホームな雰囲
気で温かみを感じました。ここまで来るのにバス・
電車を乗り継いで夫婦で来ました。遠かったので
すが、ここまで来た価値がありました。説明して
くれた坂詰さんが、ユーモアがあって楽しく聞け
ました。

（Y・A さん）

8 月 2 回のリアスさんの商品
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　組合員さんと、 まだ組合員さんではないお

友だちがご一緒に常総生協の商品をご試食

になり、 食生活についてを想いを深めていた

だくイベントです。

　

　季節ごとのメニューをご用意しています。 こ

の機会に、 お友だちと常総生協食材の味と込

められた想いを共有してみませんか！

【お問合わせ / お申込み】ご興味を持たれた方、お気軽にお問い合わせください。 
TEL:0297-48-4911（月曜日～金曜日 9:00 ～ 18:30、土曜日のみ 9:00 ～ 17:00）
FAX:0297-45-6675（24 時間）
ホームページにて、常総生協プチパーティ専用ページもございます。詳細がご覧になれます。

今週はW 配布です。 2 週分 （8 月 2、 3 回） の注文提出を次週お願いします。

（注意事項）

• 8 月 4 回は注文延長期間を設けました。 延長期間は℡ ・ fax ・ WEB のみの締切になります。 注文用紙の提出期限は 8

月 2回供給時になりますので、 ご注意ください。

• 8 月 3 回変則供給時は事前注文者のみ供給に行きます。 担当、 時間も変則になりますので、 「前日 OK」 の受注は受

けられません。 ご了承ください。

• 各コースのスケジュールの詳細は今週配布の供給部ニュースにてご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

7/4回供給 22 23 24 25 26 27 28

配布 8月2回・8月3回カタログ配布

注文提出 （8月1回注文書提出）
8/1回供給 29 30 31 8月1日 2 3 4

配布 8月4回配布

注文提出 （8月2回・8月3回注文書２週分提出）
8/2回供給 5 6 7 8 9 10 11

配布 夏季休暇

注文書提出 （8月4回注文書提出）

延長8月4回回収 8/4回月 8/4回火 8/4回水

12 13 14 15 16 17 18

月・火コース 火・水・木コース 木・金コース

延長8月4回回収 延長注文〆切→ 8/4回木 8/4回金

8/4回供給 19 20 21 22 23 24 25

配布

注文書提出

夏季休暇

延長注文〆切→

休み

8月5回注文書提出

8/3回特別供給

休み

休み

休み

休み

休み休み

8/5回配布

変則供給

9月1回注文書配布

2018 年 8 月の予定

●生協基幹運営／地域活動 ・催し● ●提携 ・協同 ・連帯企画●

• 8 月ゴンタの丘 「常総っこ応援団」 は夏休み期間中でお

休みになります。 次回は 9月に再開します。

• 毎月第 1土曜日に青空マルシェを開催しています。

• 8/7 （火） ～ 8/10 （金） サマーキャンプ （能勢農場）

• 8/11 （土） ～ 15 （水） までお盆休みになります。

• 8/16 （木） ～ 18 （土） は変則供給にてお届けになります。

• 8/29 （水） 定例理事会

• 8/30 （木） ～ 31 （金） 生協ネットワーク 21　物流担当

者会議 （あいコープ　みやぎ）

• 8/31（金）～ 9/2（日）生協ネットワーク21　専務交流会（あ

いコープ　みやぎ）

• 9/1 （土）東海第二原発再稼働 STOP!! 茨城県大集会（駿

優教育会館　８階音楽ホール）


