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あしの会の配送委託がうまくいくように、求

10 月全体会報告

める会会員にもご協力をお願いしたい。
２.収穫感謝祭―新活動〝「おいしいね！」

10 月 19 日（水）10：00～12：30
検討事項
1．「あしの会」の配送委託について

が育てる元気〟第３回を兼ねて
（会員担当・岡）今回の収穫感謝祭のテー

ａ.2017 年 4 月から「あしの会」へ配送を

マは〝「生産者と話そう」―おいしいね！の

委託する。9/24 協栄運輸の社長と話し合い了
承済み。広める会へも協栄運輸から連絡、了

素材（もと）を作る人に会ってみましょう〟。
チラシを配布中。喫茶責任者は小原さん、食

承済み
ｂ.「あしの会」からの要請で以下の資料を

堂は山崎さん、茂松さん、販売は村川さんが
引き受けてくれた。地域集会で、お手伝いの

提出済み。○配送ポストの住所・担当者名・
Tel・fax ○引き取り生産者の品目・住所・

声掛けをしてほしい。また、ケーキ、つくだ
煮などを作ってくれる人を募集中。

名前/法人名・Tel・fax・メール
務の内容

生産物を味わって、生産者と交流する。市
有研、丹波乳業の吉田さん、大豆・米の高木

○全配送業

（質疑）
・4 月は端境期で隔週配送になる。通
常配送になる 5 月からにした方がいいのでは。
→予定通り 4 月からにしたい。
・なぜ「あしの会」に委託することにしたの
か、知りたい。
・その件は今まで話し合ってきたことだ。
・知りたい人がほかにもいるのではないか。
何度も説明して、理解してもらう必要がある
→（大野代表）2013 年、兵有研の場で「あ

さんと池野さん、お茶の辰巳さん、油の影山
さん、醤油の浄慶さん、大豆の松田さんらが
来てくださる予定だ。トントンのハム・ソー
セージ、果物の試食コーナーもある。
（会員担当・猪飼）新活動「おいしいね」
に一般から参加した人たちにも来てもらう。
試食コーナーで生産者と交流してほしい。
報告事項
【生産者担当】＊野菜…コンテナ数＝大 61、

しの会」と話をする機会があったが、そのま

小 182、計 243

まになっていた。その後、お互いの事情を話
す中で、「配送費が赤字で困っている」「お互
いに協力出来たらいいね」という話になった。

＊畑の様子…ピーマン、万願寺は終わり。長
雨で葉物の出が遅く、少なくとも 10 月末まで
端境期が続く。白菜の苗の虫取りに追われて

財務委員会で、資金のタイムリミットが明ら

いる。四角豆は端境期対策として出してもら

かになり、求める会の根本理念である「提携」
というシステムを継続していくために、
「あし
の会」へ配送を委託することになった。
「あしの会」について＝会員 600 名。事務
局員で運営。奥谷代表が実務も担当。２カ月

った。人気がないようなら考える。
＊米…長雨とイノシシのせいで排水路が詰ま
り、何割かは稲刈りをあきらめた。実務部と
出荷量の調整を相談中。（池野さん）
・米の袋をリサイクルして（有機米のレッテ

に１回程度、生産者を訪ねて交流している。
「月３０万円で引き受ける」というのは、あ

ルを利用するらしい）普通の米を出荷してい
るという話を聞いた。→切り開いて、紙のリ

しの会にとってもぎりぎりの額だと思う。
求める会の提携という理念を大切にして続

サイクルへ出してほしい。
＊卵…200 羽入れたヒナが卵を産んでいるが、

けられるように、お互いに協力していきたい。

卵がなかなか大きくならない。（橋本さん）
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10/21（金）、一色さんが添乗。10/23（日）

【会計】10 月 17 日（月）14：00～、前期会

13：30～、市有研との話し合い。市島ライ
フピアにて。

計監査。吉川さんが報告。
【渉外担当】・10/22（土）15：00～17：00、

＊果物…リンゴの苦情。切り口の部分がカ
ビのようになっていた。中身はきれい。

ビレッジライフ懇話会。ぽんぽこりんにて。
・10/26（水）10：30～12：00、食料環境セミ

ジョナゴールド、シナノスイーツは台風で

ナー

落果し品薄なので配送はなくなった。
【会員担当】会員数は 232 名。
・秋の地域集会

学生センターにて。
「限界集落の再生の

取り組みについて・宍粟市一宮町千町」NPO
ひょうご農業クラブ理事長・増田大成さん。

場所、時間はニュース№926 を参照。
・12/10 みかん収穫体験に参加希望者は、

【実務部】自動引き落としはパソコンの不調
のため、今月は 10 月 24 日になる。

28 日までに事務所まで FAX で申し込むこと。

お知らせ

・11 月 2 日（水）臨時部会

バス代 1000 円、昼食代（希望者）1500 円。
【事業部担当】全体会の後の即売 豆腐、パ

・11 月 16 日（水）全体会
番・明松、岡

ン、塩干物、調味料、有機レンコン（マルハ
園芸）、スダチ（ゆづるは百姓連）、黒豆の枝

・11 月 26 日（土）収穫感謝祭 〝「おいし
いね！」が育てる元気〟第 3 回を兼ねて

豆、（豊岡の橋本さん）
【広報・庶務担当】印刷日

10 月 26 日（水）

「生産者と話そう」―おいしいね！の素材
（もと）を作る人に会ってみましょう

午後。
【学習研究担当】
・10 月 19 日（水）全体会後
13：00～15：00、高橋秀顕・マミさんのお話

・12 月 10 日（土）〝「おいしいね！」が育
てる元気〟第 4 回 産地へ行こう
みかん収穫体験 ゆづるは百姓連・山口さ

・11 月 20 日（日）大豆畑トラスト

んの農園（南あわじ市）へ

収穫祭

司会・今田、当

〝「おいしいね！」が育てる元気 〟第 2 回〈作って食べよ！〉を終えて
10 月 17 日、神戸学生青年センター・サロン室で〝「おいしいね！」が育てる元気〟第 2 回〈作
って食べよ！〉を行いました。全員で 10 名、うち外部参加者は 5 名。
このプログラムは、昨年 11 月から本年 2 月まで行われたＹＷＣＡ「新たな活動づくりワーク
ショップ」で、企画を立案、実施するという一連の過程を学び、アドバイスを受けながら、実際
に企画を実行してみるというところから始まりました。4 月から「新活動」として予算をいただ
き、9 月の第 1 回講演会を皮切りに、全 5 回シリーズで構成しています。
今回は、提携している市有研の野菜や調味料を使って、シンプルな調理法で、素材の良さを
味わってもらおう、添加物のない調味料を舌で感じてもらおう、という趣旨です。献立は、せい
ろ蒸し、精進揚げ、味噌汁、牛乳羹（かん）、リンゴ。市島の野菜、米、トントンの豚肉、氷上
低温殺菌牛乳を使い、影山製油所の油、しょうゆやポン酢は大徳醤油，小松さんのリンゴ、だし
のいりこや昆布もすべて求める会のものを使用しました。
5 名の外部参加者は、1 人は私たちと同じ年代ですが、あとの 4 名は 30～40 歳の私たちの子供
世代です。企画段階では、添加物や有機野菜のことをあまり知らない人を対象としていましたが、
実際には有機の食品に詳しく、健康に大変関心があり、料理もセミプロ級の方がたでした。
途中で調味料を味わいながら一緒に調理し、最後に食卓を囲んで楽しくいただきました。みな
さん、口々に「おいしい！」と言ってくださり、私自身も「やはり本物の味だなあ」と改めて食
材の良さを感じました。第 3 回の〈生産者と話そう〉を兼ねた収穫感謝祭（11 月 26 日）では、
その素材をつくる生産者と会ってお話をしたり、試食をして、求める会の食材なしでは生きられ
、、、、
ない人たちになってほしい、とひそかに思っているのですが。
（川西町Ｇ 猪飼 孝子）
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２０１６年度秋の地域集会報告
テーマ：土作りについて
尼崎・芦屋・西宮地域：2016,10,20、於西宮市立中央公民館
参加者：司会・池田（松並 G）大野、東山、尾薗（松浜 G）猪飼（川西 G）西（武庫之荘 G）
まず資料「土作りについてのお話し」の読み合わせから始めました。
何と言っても一番気になる市有研の畑は、草、コーヒーカス、ウーロン茶カス、油カス、牛糞、鶏糞、
もみ殻、米ぬか、発酵肥料、EM 菌などで作った堆肥を使って土作りがなされているようです。確かに
農薬も化学肥料も使われていませんが、カスを利用しているコーヒーやウーロン茶などの生産方法はど
うなのでしょうか。もみ殻や米ぬか、鶏糞は自家製でしょうし、鶏に与えた飼料の中身も分っているで
しょうが、外から調達した物はどうなのか、皆であれこれ想像したり、意見を出したりしましたが、結
局確かなところは分るわけもなく、憶測の範囲を出ません。
ところで、
草のもつ力には驚きました。
あんなに大きなかばや象などの体が草だけでできてるなんて。
草の中には良質のカルシウムが大量に含まれていて、それがケイ酸カルシウムの形で体に１００パーセ
ント吸収されているそうです。堆肥に使われている草は大きな働きをしているのですね。カルシウムと
言えばすぐに牛乳や小魚と思いますが、野菜をたくさん食べるのがいいと改めて思いました。
（武庫之荘 G 西 咸子）
灘、東灘、中央地域 10/22（土）10：00～12：00 学生センター
参加者 （高橋、福本、飛田、山崎、橋本、茂松、大野、明松、岡部、小浦 10 名）
秋の地域集会では議題は三つあり、収穫感謝祭の手伝いの相談、研究部による土の学習、配送の変更
の報告が話合われました。感謝祭では 150 食の豚汁を作ります。会員の高齢化もあり年々大変になって
きてはいますが、経験豊かな方の指示でてきぱきと事が決まっていきました。次に研究部による土の学
習。研究部が作られた冊子はとても分かりやすく、しかも大切な事を凝縮して書いてあり「なるほど」
と納得できました。庭の雑草を庭の天敵のように思っていた私は、雑草の中に Ca がありそれが土を豊
かにすることも知りませんでした。楽しい学習でした。最後に話し合われたのが、配送を協栄運輸から
あしの会へ移行する事についての報告でした。長年協栄運輸のお世話になり変更をさみしく思う人は多
いと思います。全体会でもあしの会の事がよくわからないという意見が出ました。代表の大野さんはあ
しの会の事を丁寧に説明され、配送のみの変更だという事を改めて話されました。
今後どのように関わっていくのかという質問も出ました。それは歩きながら考えると述べられました。
二つの団体が今後、共に価値を共有できるような関係が築けたらいいなと感じました。
（鶴甲団地 G 小浦 節子）

市島で自然栽培の農業を実践 ― 高橋秀顕・マミご夫妻のお話
10 月 19 日（水）の全体会の後、午後 1 時から 3 時まで、高橋秀顕・マミご夫妻のお話を聞きま
した。高橋ご夫妻は市島に来て 4 年、市有研の一色さんの畑の隣で自然栽培の農業をされています。
自然栽培とは自然農法の一つで、肥料・農薬に頼らず植物と土が本来持っている力を引き出す農
業。除草し堆肥を使う有機農業と、堆肥も使わず除草も耕やすこともしない自然農の間に位置する。
水田土壌１ｇの中に数億～数十億の微生物がおり、その微生物は根の周りのうすい範囲にいて、
根の面積を増やすと多様な微生物が増える、というお話はとても興味深いものでした。雑草も、あ
る程度茂らせて、根の周りに多様な微生物が増えてから土にすき込むと、良い土ができるそうです。
収穫と収入が見合っていないのが今の農業の問題点だとおっしゃっておられました。インターネ
ットを使って、生産者同士、生産者と消費者をつなぐ活動もしているそうです。自然栽培をやる農
業者を増やして、オセロゲームのように自然栽培を広めていけたらと、おっしゃっていました。
太陽、風、水、土、そして植物と対話しながら、食べ物だけでなく、生活全般にわたって、自然
の循環の中で生きることを目指しているご夫妻のお話、とてもすがすがしい気持ちになりました。
（逆瀬川Ｇ 今田 裕子）
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11 月全体会検討議題

11 月のカレンダー
11 月 2 日（水）臨時部会
11 月 5 日（土）地域集会（須磨・垂水・
西区・明石・加古川・高砂）
11 月 16 日（水）全体会
11 月 20 日（日）共同購入申込締切日
11 月 21 日（月）自動引落し日
11 月 26 日（土）収穫感謝祭
11 月 30 日（水）食料環境セミナー
端境期延長のお知らせ
市島では長雨と高温の影響から、端境期
が延びており、１１月第２週までは隔週配送
になります。
１１月 第１週
隔週配送
第２週
隔週配送
第３週
未定

１．「あしの会」への配送委託について
「あしの会」の奥谷代表が出席。配送業
務をするにあたっての説明があります。
２．収穫感謝祭の件
準備状況の確認
大豆畑トラスト 大豆収穫祭
１１月２０日（日）１０時～（小学生以上参加費
５００円 昼食代込み） 〈現地集合、現地解
散 少雨決行 〉 集合１０時：市島町与戸（よ
と）公民館）、解散１４時くらい
畑で大豆の刈り取り作業をしますので作業
しやすい格好で。露や草が付くのでレインウ
ェア、ヤッケなど工夫してください。大豆は幹
がかなり硬く、太くなっています。のこぎりの
ある方は持参ください。
切り倒して、畝に並べる作業が主です。そ
の後、公民館で昼食。大豆炊き込みご飯、あ

台風による落果のため、秋映（一部）、ジ
ョナゴールド（全部）が届かなかった方は、
ご希望があれば今からでも群馬名月、シナ
ノゴールドの注文を受け付けますので、事
務所まで申し込んでください。 Tel/Fax
078-822-0810, 第 2Fax 078-842-2430

ったかい湯豆腐鍋を囲んで、いろいろなお話
ができたらと思っています。２５人程度を予定
しています。申し込み多数の場合は抽選とい
たします。 参加希望の方は、お名前、住所、
連絡先（FAX、携帯）、同行者がある場合は
お名前と年齢を、ＦＡＸで 11/30（日）までに事
務所までお願いします。
おなお名前と年齢を FAX で 11/13（日）まで

第 39 回

収穫感謝祭
雨天決行
にお願いします。

入場無料

2016 年 11 月 26 日 （ 土 ） 10： 30～ 14： 30
会 場 ： 神 戸 学 生 青 年 ｾﾝﾀｰ（ 駐 車 場 な し ）
楽しい催し物
★簡単ヨガ
“「おいしいね！」が育てる元気” 安全な食品・食材の即売
★野菜・果物・ハム・調味料
（13：30～14：00）
生産者と話そう！
★手作りケーキ・佃煮・ふり
★芥川清さんの陶器市 ◆試食コーナーあり
提携している生産者のおいしい食材
かけなど
★フランクフルト
を食べてみよう（なくなり次第終了）
展示
健康チェック
★有機農業の「土」の話
食堂・喫茶・お茶席
★骨密度・体脂肪測定
★旬の野菜たっぷりの豚汁（有機米、漬物付）
（10：30～12：30）
★手作りケーキとコーヒーor 紅茶
ろっこう医療生協
★おうすと手作り和菓子
※マイバッグをご持参ください！
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