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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。

2018 年 9 月の予定

●生協基幹運営／地域活動 ・催し● ●提携 ・協同 ・連帯企画●

• 9 月ゴンタの丘 「常総っこ応援団」 は毎週木曜日活動し

ています。 試食会は 9月 27 日に行います。

• 9 月の青空マルシェはお休みします。

• 9/21 （金） 歴史を学ぼう -未来のために -

• 9/22 （土） 生産者プレゼン会 （常総生協本部）

• 9/25 （火）おいしさ語ろう会（つくば市・吾妻交流センター）

• 9/26 （水） 定例理事会

• 9/28 （金） 役職員研修会

• 9/29 （土） ゆるカフェ in 取手

• 9/22 （土） 坂東ほこてんイベント出店、 生産者プレゼン

会開催 （常総生協本部）

• 9/29-30 （土、 日） 守谷商工会まつり出店

生協まつり実行委員会始動 !! 今年のまつりテーマは・・・

　今年の生協まつりも組合員さんが実行委員となって、企画・運営に関わっていきます。この運営
体制になって、3年目です。
　今年の実行委員会は第 1回目が 9/5（水）、第 2回目が 9/12（水）に行いました。昨年の良かっ
たところ、悪かったところも踏まえて、協議し今年のまつりのテーマや、まつりのイベント、会場
レイアウトなど、運営に関わるさまざまな事を話し合いました。今年のまつりのテーマは、今年度
の活動テーマの意味も含めて、【新　わが家の味を見つけよう　家族のしわせ「さ・し・す・せ・そ」
いうこと】に決まりました。生産者と組合員さんが交流できる年に 1度のおまつりです。三者が協
同した取り組みにし、楽しいおまつりになるようにしていきたいと思います。

今年の生協まつりは 11/3 （土） AM10:00 ～ 15 ： 00 開催と

なります。 生産者と組合員の交流を大切に、 繋がりの深まるまつ

りにしていきたいと思います !!

新　わが家の味を見つけよう！　

家族のしあわせ　「さ ・ し ・ す ・ せ ・ そ」 ういうこと !!
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北海道胆振東部地震、 台風 21 号被害に関する情報

　北海道胆振地方中東部を震源とし、最大震度 7 を観測した地震が、9 月６日午前３時０８分ごろ発

生し、北海道安平町で震度６強の揺れを観測しました。また、台風 21 号の影響も懸念されます。被

害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

　この地震、台風の影響により、大規模停電が発生してから徐々に復旧していますが、交通機関への

影響は大きく商品の納品に影響が出ています。

　常総生協では、生産者の安否確認と、現状把握に努め、緊急のお知らせチラシを配布し、ホームペー

ジ＆ SNS 等で情報を発信しています。

　被災した産地へエールや、 非常事態に備える意味で、 「JOSO たすけあい基金」　NO.473 （1 口 500 円）

を実施しています。 毎週注文番号で基金を募っています。 ご協力よろしくお願い致します。

＼北海道胆振東部地震に対して、 生産者へ応援メッセージを送りましょう／

応援メッセージを募集しています ! こちらのフォームへ→ http://bit.ly/2p1LE5m

注文用紙の意見欄でも OK です。 ご協力よろしくお願い致します。

常総生協へのお問い合わせ

℡ ： 0297-48-4911/ fax 0297-45-6675 応援メッセージフォーム

QR コード

北海道地震による被害状況について※9/13（金）時点の情報
生産者名 産地 状況

士別農園 北海道士別市多寄町
人や事務所等に大きな被害はありません。士別は震度3程度。電気が

通りました。

サツラク農業協同組合 北海道札幌市丘珠町

や事務所等に大きな被害はありません。工場に電気が通り、稼働が再開しまし
た！現在停電時に残っていたプラント内の生乳を廃棄する作業と、新しい生乳を
受け入れる作業を同時進行しております。サツラク牛乳1L(赤色)のみお届けを再
開しました！※低脂肪、低温殺菌、酪農家限定ヨーグルトの製造は未だ見通し
が立っておりません。

㈱札幌中一 北海道札幌市西区
人や事務所等に大きな被害はありません。9/10(月）から出荷は再開
しましたが、北海道内の物流が混雑していて納品が遅れています。水
曜～金曜コースは遅配で9月4週のお届け予定です。

㈱ファームテックジャパン 北海道札幌市清田区 人や事務所等に大きな被害はありません。

日本酪農 北海道江別市工栄町

人や事務所等に大きな被害はありません。まだ工場に電気が復旧しました！現
在停電時に残っていたプラント内の生乳を廃棄する作業と、新しい生乳を受け入
れる作業を同時進行で進めていきます(まだ作業段階に入っておりません)。今の

ところ、9月4週のお届け予定です。※状況が変わり次第、随時更新します。

鳴門魚類（雄武関連） 北海道雄武町

人や設備等に大きな被害はありません。冷凍原料倉庫は停電中も非常電源で
稼働しており、9/7AM6時に通電しました。現在は保管在庫のチェック作業を行っ

ており、物流が回復すれば通常通りに戻る見込みです。9/12（水）物流便も確保

でき、通常体制に体制に戻りました。

ホクレン 北海道音更市
人や事務所等に大きな被害はありません。工場は自家発電の整備が

あった為、現在は復旧し稼働しています。

グリーンサム 北海道栗山市
人や事務所等に大きな被害はありません。震度4程度で電気が通りま

した。

パインフーズ 北海道士別市多寄町
人や事務所等に大きな被害はありません。士別は震度3程度で電気が

通りました。

池田食品（帳合：創健社） 北海道札幌市 人や事務所等に大きな被害はありません。電気は通りました。

台風21号による被害状況について※9/11（火）時点の情報
生産者名 産地 状況

創健社 大阪府百済郡 百済ターミナルで便が停滞している状態。

大紀コープファーム 奈良県五條市 人や事務所等に大きな被害はありません。
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第 78 回　脱原発と暮らし見直し委員会　報告

2018 年 9 月 3 日 ( 月 )　常総生協本部組合員室　13 時半～ 16 時半　組合員 11 人参加。

　午後の委員会に先立ち、DVD「コスタリカの奇跡」の鑑賞と牛乳瓶洗いの製作を行いました。チー

ム活動報告のほか、トリチウムの海洋投棄に反対する決議、ヨウ素剤配布、東海第２原発再稼働 STOP

茨城県大集会（9/1）などについて情報交換しました。また、生協へも要望事項についても話し合い

ました。

★チーム活動報告

○市町村のセシウム測定データ収集

全国のセシウム調査状況を確認しました。川や湖の魚はセシウムの検出例が多くなっています。

○ DVD 貸出

ニュースレターに感想文「小さな上映会便り 2018-3」を掲載しました。順次掲載の予定です。DVD「放

射線のホントのこと」の購入を検討しています。

★トリチウムの海洋投棄に反対する決議に生協と委員会とで賛同することになりました。

★ヨウ素剤配布は組合員への配布会と説明会を合わせて開催することになりました。

★次回は、10/1( 月 )13 時半～ 16 時（生協本部）の予定です。

委員会はどなたでも自由に参加できます。 関心のある方はお気軽にお越しください。

職員学習会の報告コラム

　8/11（月）生協職員の世代の入れ替わりもあり、過去の取り組み、今後の常総生協を自分たちでど

う作っていくか？をメインテーマに大石顧問から常総生協の商品の考え方、生産者と生協で共に育ん

できた商品について話をしてもらい、職員皆で学びました。

■常総生協の商品（食べもの）への考え方

1. 「生涯医者にかからせない」、 生協 " 組合員は健康な体であってほしい " と常に考えます。

2. 良い商品は遠方から手に入りますが、常総生協では四里四方を大切にしてきました。その土

地（水・空気・風景）がなくなる危惧を常に持っています。

3.	 四里四方とは？・・・四里四方 (16 キロ圏内 )、つまり自分が暮らしてい土地の風土に合い、

根付いた作物を食べることが、病気にならず健康でいられることを指します。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、その時々のもの＝旬のものを頂け

れば、体が必要とする栄養素やミネラルも摂取できます。作物も同様で、決まった野菜だけ

でなく季節にあったその時々に摂れる野菜が最も栄養価が高いです。2000 年に石岡を拠点に

して有機農業生産者と取り組み始めたのも、「四里四方を大切にしていきたい」を目的にスター

トさせました。

4. その土地のものを食べる＝作ってからすぐ食べるという事は、時間を追いて食べる、また添

加物を加えることよりも「栄養価」が高いです。何を買うかより大事な価値です。	

5. 食べ物は単に物の売り買いではなく「人と人の繋がりを大事に」で作ってきている。それを

組合員に伝えていかなければなりません。

※次回は生協のお米の代表格である 「めぐみちゃん」 との関わりについて学んだ事を報告していきます。
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