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11 月全体会報告
11 月 16 日（水）10：00～12：30
検討事項
1．あしの会の奥谷代表の説明
→詳細は２ページ

第 2FAX：078-842-2430

質疑応答

報告事項
【生産者担当】
＊野菜
天候不順で生りは例年より少ない。白
菜は天候不順などで全くダメ。葉物や大
根、人参、蕪、里芋などができている。
葱はもう少し霜にあてた方がおいしいの
で、１２月近くに出荷予定。
端境期対策として、市島町有機農産物
出荷組合の 6 人と、あと 1 人の生産者に
出荷をお願いする予定。
＊米
池野さん：水路が詰まったことにより、
今年の収穫が少なく、今月の出荷は 80 ㎏
が限度。
高木さん：いまは何も手当てしておら
ず、堆肥を撒く作業の準備中。
＊卵
橋本さん：たくさん雛を入れたので、
卵が余ってきている。
大谷さん：特に変わりなく、順調。
＊麹 今年も姫路の橋屋さんにお願い
する。
＊牛乳
収穫感謝祭で試食販売する品物につい
て、アンファンさん（プチシュー）は低
温殺菌牛乳を使用。芦田ポートリーさん
のプリンは、低温殺菌牛乳かどうか。着
色料は何を使われているのか。→低温殺

菌牛乳を使用し、卵については、鶏の餌
にパプリカを加えることで着色している。
＊お茶
葉香製茶の辰巳さん主催の交流会につ
いて。11 月 27 日（日）11 時～15 時 芦屋
市民センター
＊牛・豚
12 月の牛肉については、求める会へ配
送される分がなくなったため、対応不可。
ただし、1 月の分はある予定。
＊果物
小松さん：りんごジュースにカビが混
入していたことについて。
→工場で、王冠を着ける際、真空状態
になっていなかった。
台風の影響により、落果被害。御見舞金
をお渡しした。12 月の王林は注文した
人全員には当たらない。
果物が傷んでいた時は、事務所に連絡す
るようにしてほしい。配達されたものを、
転送しないように。
【会員担当】
＊秋の地域集会
11 月 5 日の須磨・西区・明石・加古川・
高砂地域で終了。
＊収穫感謝祭について
・新活動「おいしいね！」が育てる元気
第３回。外部からの参加者は６名。
・野菜の価格について。昨年までは生産
者に一任して安価で販売していた。一番
よく売れている野菜だが、会員価格と差
があると混乱を招くのではないか。
→求める会の会員価格に統一して販売。
・子供が遊ぶ場を設ける。中庭のフラン
クフルト販売の空きスペースで、輪投げ、
魚釣りゲームを実施予定。
（悪天候の場合の対策も検討）
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【事業部担当】
今日の即売：いつもの豆腐類、塩干物、
パン、調味料のほか、豊岡の橋本拓巳さ
んの新生姜もあり。冬の間は特に、体を
温める効果もあるので、甘酢漬
けなどにして活用を。
【広報・庶務担当】
11／30(水)セミナー後、13 時より印刷。
【学習研究担当】
11／20(日)大豆畑トラスト 収穫祭

【渉外担当】
11／30(水)10：30～12：00 食料環境セ
ミナー 神戸学生センター
「日本型アグロエコロジーをどう考え
るか？―Ａgroecology と歩んだ 33 年間
から」愛媛大学大学院農学研究科・准
教授 日鷹 一雅さん
お知らせ
・12／7(水)10：00～12：00 臨時部会
・12／10(土)「おいしいね！」が育て
る元気 第 4 回 産地に行こう
・12／14(水)10：00～12：30 全体会
司会・岡部 当番・池田、今田

11 月全体会での 「あしの会」奥谷勉さんのお話

11 月全体会で、あしの会代表・奥谷さんのお話がありました。
まず、あしの会の紹介（詳細は 11 月 15 日付ニュース配布時の別紙参照）のあと、来
年 4 月からの配送委託についての説明がありました。
配送委託を受けることになった理由は、配送コストを下げること、
トラックの稼働率を上げることで、お互いにメリットがあることです。
配送ルートは、あしの会のこれまでの配送ポスト（270 ポスト）に、
求める会の配送ステーションを加えて配送コースを考え、曜日を基本にして、1 月にはル
ートを確定したいとのことです。配送時間については、荷量、交通量によって少しは変
わるが、5 時半ぐらいまでには配り終わるようにしたいとのこと。
会員からは、野菜を新鮮なまま配送する件や、お茶・油、事業部の品物の配送がどう
なるかについて、多くの質問がありました。現在、市島への野菜の引き取りは、月・水
曜日の 2 回行っていたが、木曜日にも引き取りに行く、2 トンの冷蔵トラック 2 台を使い、
あしの会の倉庫の冷蔵庫で保管するので、野菜が放置されて傷むということはないそう
です。お茶・油・しょうゆなども倉庫で保管、事業部の荷づくり用の箱については、あ
しの会で使っている 3 種類の箱を使ってもらいたいとのことでした。
（逆瀬川Ｇ
今田 裕子）
市有研との話し合い報告 ― 初めて訪れた市島

2016 年 10 月 23 日（日）於：市島ライフピア
（参加者）市有研＝大谷、一色、橋本 求める会＝大野、飛田、小浦、猪飼、小島
平成 26 年に入会して、市有研から季節折々に生産された健康な有機野菜が定期的に届
けられるのを楽しみにしています。それらの野菜がどのようなところで、どんなふうに
作られているのだろう。ぜひ一度は市島町の栽培農家の方に見せていただきたいと思っ
ていました。当日、午後 0 時、神戸学生青年センターを出発。そこから北の方へ、どこ
を走っているのだろうと思っているうちに、舞鶴若狭自動車道に入り、途中、西紀ＳＡ
に寄って午後 1 時半前に市島ライフピアに到着し、会議室へ。すでに大谷、一色、橋本
さんは着席されており、熱心な話し合いが行われました。今回、初めての市島訪問でし
たが、高速道を使っても往復 3 時間の距離があり、定期的に寄り合う機会を持つだけで
も大変であることを実感しました。
（西落合Ｇ 小島 直哉）
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２０１６年度

収穫感謝祭

２０１６・１１・２６

受付を通り抜けると中庭でフランクフルトの焼けるいい匂い。感謝祭間近にお願いして
開いてもらった、魚釣りや輪投げの子供の為の遊び場。ロビーでは、会員手づくりのケー
キ、佃煮などの即売。みんなおいしそうで売れ行き上々。毎年来てくださる芥川さんの陶
器市もあります。別の部屋では、骨密度も計ってもらえます。喫茶室では手作りの幾種類
ものケーキが並び、コーヒーや紅茶がいただけます。別世界にしつらえられたお茶席では
やっぱり手作りの和菓子とお抹茶。食堂では、３日かけて着々と準備された豚汁も優しい
味に仕上がっています。
今年は、求める会が提携している生産者のおいしい食べ物
を、いろんな人たちに味わってもらおうと、ホールで試食販
売しました。生産者も参加してくださって、にぎやかな試食、
試飲の輪ができました。若い人たちが、
「おいしい！」とびっ
くりされたそうです。工夫された売り場で事業部の品物もた
くさん売れています。午後は、ぬんさんに呼吸法を教えてもらい（ヨガ）、最後に生産者か
らお話をうかがいました。たくさんの会員さんが力を合わせて感謝祭を作ってくださいま
す。秋の地域集会で土の勉強をしましたが、いい土から生まれるもの（作ってくださる方
あってこそですが）に感謝して、おいしくいただく。収穫感謝祭の原点と思われました。
この日、３人の入会がありました。また、来年。

西山町 G

岡

和美）

この日の私の役目は受付でした。難しいお金等の方はベテランの福本さんにお任せして、
名札、たすき等を生産者に渡す役に専念？（生産者の方もすっかり要領を得ていて、今回
は売り場のこともあったのですが、受付は通りぬけ）受付にいると何やら今回はさみしい
わねと思っていたら、とんでもない、ホールの賑やかなこと。生産者の方々や、若いお客
さまがたくさん見えていて、とても良い感じの賑わいでした。生産者の直接の説明を聞い
ての試食、試飲は良かった。再び受付に戻ったのですが、
今回は子供連れ、赤ちゃん連れの若いお母さんも多く、会
の説明書を求められました。お友達に誘われてきた方も多
かったです。食券、喫茶券も足りなくなるほどで、来年は
もっと用意すべきかと、欲を出してしまいました。
帰路につかれる方をみていると、野菜の葉っぱが出てい
る（大根かな？）大荷物をかつがれて（ご夫婦連れはご主人がかつがれて）いました。男
性の方もたくさんの野菜を購入されていました。私事ながら義弟夫婦を招待しましたが、
とても喜ばれたくさんの買い物をし（こちらも義弟が荷物持ち）安心、安全の食を痛感し
たとメールが入りました。
年齢に関係なく、皆さん食に関心を持っているが、機会に恵まれない、とっつきがない
のだと思いました。これを機会に羽ばたいてほしい。
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（都由乃町 G

花岡 桂子）

12月配送予定
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年内最終

長芋は適期に配送します。

野菜・卵：年初は第 2 週目 1/10（火）からの配送です。
12 月全体会検討議題

12 月のカレンダー

１． 収穫感謝祭の報告と反省
12 月 7 日（水）臨時部会
12 月 10 日（土）“「おいしいね！」が育てる
元気”第 4 回 産地に行こう
12 月 14 日（水）全体会
12 月 20 日（火）自動引落し日
共同購入申込締切日
12 月 21 日（水）食料環境セミナー

食料環境セミナー
「廃炉に向けて…美浜町の自立のために」
12 月 21 日（水）10：30～12：00
森と暮らすどんぐり倶楽部
代表 松下 照幸さん
会場：神戸学生青年センター
参加費：600 円
※託児あり（無料）前々日までに要予約
主催：（公財）神戸学生青年センター
※今月は第 3 週目の水曜日です
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２．（臨時部会後に決定します）

第 39 回

収穫感謝祭 11/26（土）

お天気にも恵まれ、無事盛況のうちに
終えることができました。
●お忙しい中参加くださった生産者の
皆様ありがとうございました。
市有研：一色、橋本夫妻、大谷さん
高木さん（大豆、お米）
池野さん（お米）
丹波乳業：吉田、山中、松井さん
影山製油所：影山、黒谷さん
松田さん（玄米餅、玄米パン）
大徳醤油：淨慶さん
葉香製茶：辰巳さん
●ご協力いただいた神戸女子短期大学
の皆様、会員の皆様ありがとうございま
した。

