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2 月全体会報告
2 月 15 日（水）10：00～12：30

に○時○○分に必着というような設定は
難しい。前後 1 時間くらいは、その日の状
況によって変更することをご了承いただ
検討事項
きたいと思います。
1．春夏野菜の作付け表の検討
3．次期代表について
・トマトがマイナスになっているのは？→
2 月 14 日が立候補締め切りだったが、候
雪害でハウスが倒壊、作付けまでに再建
補者なし。大野さんは娘さんの出産で当面
できるか不明であるため。
北海道が生活の拠点になる。代表名は大野
・豆類は減らしてほしくない。
さんにして、実際の活動は部員全体で分担
・消費者の希望を押し付けるばかりではい
して行うという案が出ている。
けないのでは？ 野菜は旬があるので、
報告事項
消費者の方でも、届いた野菜をどう料理
【生産者担当】
するか工夫すべき。
＊野菜（１月のコンテナ数＝大 107、
小 336、
・全般的にほしい野菜は減っていて、それ
計 443）
ほどでもない野菜が増えているようにみ
・畑の様子：降雪があったが、被害の大き
える。
かった先月ほどではなかった。
2．あしの会への移行に関して（求める会か
・畑では、大根、蕪、里芋、人参、ネギ、
らの問い合わせに対するあしの会の回答）
葉物に加え、ブロッコリーが出始めた。
・新配送コースでは、木曜日配送が多いが
・漬物用の大根特別注文は 53 本の申し込
…。→同じ木曜配送でも、中央区以西と
み。
御殿山の分は水曜出荷・水曜引き取り。
・大根、蕪の苦情があった。
灘区以東の分は、木曜引き取り・木曜配
・作付け会議：2 月 19 日（日）ライフピ
送となっており、金曜配送分と同じ日に
ア市島にて。（次ページの報告参照）
出荷してもらいます。水曜出荷は大小合
＊卵 順調に産卵。少し余分があるので、
わせて 53 コンテナほど、木曜出荷は 27
欲しい方は申し込みを。
コンテナほど。市有研には事前におおよ
＊米 田は 3 月ごろ機械を入れて整備にか
その数と曜日・出荷時間は相談させても
かる予定（池野さん）。
らっているので、大丈夫です。
＊麹 計 262 ㎏配送終了。橋屋さんの麹は、
・これまでは、ステーションによっては
米から麹にする段階で軽くなる。1 ㎏の米
それぞれの事情でコンテナから袋に詰
使用は変わらないので、ご理解ください。
め替えてもらっていたが、それは可能か。 ＊牛乳 （あしの会への質問）牛乳 1000ml
→当方の配送では、あしの会を含めた混
と 500ml を配達してもらえるか。→（回
載・1 日の配送件数を増やすことにより
答）野菜の配送がある週のみなら対応可能。
配送コストを下げることができ、求める
端境期になった場合、牛乳のみの配送は効
会さんにも、あしの会にもメリットを生
率が悪くなる。野菜と同様、隔週でもよい
み出す。このため、これまでの配送でで
のなら対応できる。
きていたことが難しくなる。配送スタッ
＊大豆 松田さんの大豆配送時、袋が破れ
フが袋に詰め替えることは、基本的には
てこぼれていた。袋を強くするか、二重に
できない。
してほしい。
・配送時間について。→各ステーション
＊果物 ・みかん８回目は雑柑が多く入っ
－1－

ていた。雑柑を入れるのなら 8 回目はな
くてもいいのでは。
・ポンカンが硬かった。
・3 月 15 日の全体会後に、リンゴ生産者
の小松さんを囲んで、一品持ち寄り食事
会をします。
【会員担当】・会員数：234 名。
・2 月 20（月）10：00～、
「おいしいね！」
が育てる元気シリーズ 味噌づくり 一
般参加者は 11 名
・冬の地域集会 2 月 25 日＝西地区、3
月 4 日＝東地区、3 月 7 日＝中地区。生
産者が来られるので、多数参加を。
【事業部担当】全体会後の即売：パン、豆
腐、塩干物、海藻類、調味料、生シイタ
ケ、徳用干しシイタケ、梅干し、ハト麦
茶、ちりめんじゃこ、煮干し、むき海老
【広報・庶務担当】 ・印刷日＝2 月 15 日
全体会後、3 月 1 日（水）10：00～
・2015・2016 年度のニュース合本を製作
予定
【学習研究担当】福島のびのび保育園へ野

菜、果物、お米などの支援のため、カンパ
をお願いします。3 月 15 日申し込み締切。
（2／1 付ニュースに申し込み用紙添付）
【渉外担当】 ・2 月 17 日（金）12：00～
16：00 第 19 回大豆畑トラスト運動全
国交流会 地域の種を守ろう 於：大
阪・秀明神崎研修センター
・2 月 25 日（土）13：00～16：00 食料
環境セミナー 「遺伝子組み換えの安全
性を問う」 映画「遺伝子組み換えルー
レット」上映
・2 月 25 日（土）15：00～17：00 ビ
レッジライフ懇話会「兵庫県農業の未来
と自治体農政の課題」神戸市教育会館
・3 月 5 日（日）13：30～16：30 荒木
田岳講演会 於：尼崎市立小田公民館ホ
ール
お知らせ
・3 月 8 日（水）10：00～ 臨時部会
・3 月 15 日（水）10：00～ 全体会 終
了後、小松さんを囲んで一品持ち寄り食
事会

作付け会議（市有研との話し合い）報告
日時：2 月 19 日(日)13:00～
場所：ライフピア市島
参加者：小浦・岡部・東山
前日より、天気予報を何度も確認して、雪でないことをひたすら願っていましたが、
心配をよそに、春のような日差しがいっぱいの一日になりました。
少し早く着いたので、いちじま丹波太郎を覗いて、グルメリア但馬のポニーにちょっと
挨拶、五分前にライフピアに到着。大谷さんの司会で作付け会議がはじまりました。
求める会さんからどうぞということで、小浦さんから、全体会で出た質問をしていただ
きました。
胡瓜については、もらっている私たちは、あっという間に胡瓜が来なくなったという印
象だったのですが、橋本さんは出荷先を探す毎日で大変だったそうです。ずらして作って
もすぐに追いついてしまって、なかなか思うようにはいかないようです。大谷さんはずら
して作ってみるとおっしゃっていました。
豪雪であまりにも多くのビニールハウスがつぶれてしまったので、ハウスが建てられる
のは 7 月頃ではないかということでした。ハウスがないと雨などでトマトが割れてしまう
ので、箱などに入れて割れたものも出荷させてもらえたら助かるそうです。
四角豆は気温が下がると黒くなるそうです。出荷期間が長かったのではと伝えました。
今年は一色さんがお米を作る年だそうです。お米の消費が減っているので、少しでも会
員のご協力をお願いします。2kg 入りもありますので申し込みお待ちしています。
（松浜 G 東山 真紀子）
－2－

“「おいしいね！」が育てる元気”第5回 ＜みそを作ろう＞
2月20日（月）は、「おいしいね」シリーズ第5回の「みそを作ろう」の日でした。
この企画は、昨年9月にスタート、ほぼ毎月１回の開催で、この5回目が最終回となりま
した。第１回「おいしいを知ろう」、第2回「作って食べよ！」、第3回「生産者と話そ
う」、第4回「産地に行こう」で、求める会ニュースでもその時々に、様子をお知らせし
てきました。
この日の外部からの参加者は、シリーズ全回参加申し込みの6名と単回申し込み6名の計
12名。それに求める会スタッフ4名でした。今回参加の中には、神戸女子短期大学の学生
さん3名（収穫感謝祭にも参加）も。
このシリーズ参加の人たちは、食について詳しい人が多く、みそを作ったことのある人
も半数位はおられました。それでも一応、作り方や手順を説明して、大豆の柔らかさ、麹
のようす、混ぜ合わせてダンゴにして甕に詰める時の柔らかさや詰め方など、一人一人、
味見をしたり手で実感しながら作っていきました。約１時間の作業でした。
このあとみんなで賑やかにおしゃべりをしながら昼食。食卓には、ごはん、味噌玉のみ
そ汁、人参と卵の炒め煮、すき昆布煮、若い（？）沢庵、昆布の佃煮、お漬物いろいろな
ど、求める会の食材でスタッフが手作りしたものが並びました。
このあと、9月18日（月）、スピンオフ「同窓会に集まろう」で “みそ開き”をやりま
す。そして１人１キロずつ持って帰ってもらうことになっています。
今回参加者の中の一人が4月から入会してくださることになりました。約月一回ご夫婦
で開いておられるこじんまりした「ポルシェ」に、求める会の品を買って並べ、求める会
の考えを拡げたいという、うれしいお話でした。
（鶴甲団地Ｇ 飛田みえ子）

２０１７年冬の地域集会報告
西地区（須磨・垂水・明石・加古川・高砂）：２月２５日（土）１０時～１２時
参加者：一色さん、大谷さん（市有研）。六渡、田中、嶋野、加藤、猪飼、庄谷、村川、
髙橋、小原、藤原（求める会）
アスピア明石８F学習室にて話し合いました。出席者は１２人でした。
大谷さんの近況は、２年前の水害に遭った自宅前の田は土砂を入れて栗林になるのです
が、農薬のことが心配です。この前１月１４・１５日の大雪でビニールハウスが潰れてし
まいました。この何十年かの雪でハウスが潰れたことなどなかったです。ハウス再建の行
政の支援は米優先で、夏以降まで順番待ち状態です。先日、じゃが芋を植えましたが、猪
に食べられてしまったので、今回は作りません。ここ数年で鹿や猪の害が増えてきて本当
に困ります。
一色さんは農家のあとを継ぐ子どもさんはいないそうです。地域は１５軒の集落で人口
３２人のうち１９人が６５歳以上の限界集落です。仲間から菜の花の自家採取の種をもら
って作ってみたところ、花の色は薄くて見た目はよくないが、味は良かったそうです。
今年の白菜はダイコンサルハムシに大半やられてしまい、半結球のものは出荷できました。
虫対策のために大根は９月１０日・１７日・２５日の３回に分けて種をまきます。配送が
あしの会になると、夏野菜や野菜端境期の後に退会者が出るのではと案じています。
（高砂Ｇ 藤原 栄子）
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3 月全体会議題
3 月のカレンダー

① 総会に向けて
活動報告、活動計画について
② 副代表について

3月

4 日(土）～5 日 (日)
日本有機農業研究会全国大会
（長野県佐久市）
3 月 8 日（水）部会
3 月 15 日（水）全体会
3 月 20 日（月）共同購入申込締切日
3 月 21 日（火）自動引落し日
3 月 22 日（水）食料環境セミナー

りんご生産者の小松さんが
3 月全体会に来られます！
全体会終了後、小松さんを囲んで楽し
い食事会を（できる方は一品持ち寄りで）
予定しています。遠方から来てください
ますので、是非ご参加をお願いします。

食料環境セミナー
「日本人が知らない漁場の大問題」
３月２２日（水）10:30～12:00
鹿児島大学水産学部 教授 佐野雅昭さん
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
℡078-851-2760
主催：（公財）神戸学生青年センター

4 月から配送日が変わります

産直 40 周年記念交流会
時： 3 月 12 日（日）11：00～16：00
(10：00 より受付）
於：松原市少年自然の家（奈良市月ヶ瀬月
瀬 675 番地） TEL0743-92-0041
昼食準備の都合上、ご参加人数をお知らせ
下さい。 2/19～3/31 梅祭り開催中。
事業部の荷造り用の箱は 4 月からあしの
会の規定の箱に変わります。今までのご
協力ありがとうございました。（事業部）

配送の曜日を確認してください

◆火曜日から金曜日になるグループ……
清荒神・中山・平井山荘 1・2・末成・松並・広田町・武庫之荘・親王塚
◆火曜日から木曜日になるグループ……御殿山・松浜・伊勢・呉川・住吉台 2
鴨子ヶ原
◆火曜日から水曜日になるグループ……津門
◆金曜日から木曜日になるグループ……
東白川台・南落合・西落合・本多聞・竜七・北須磨 B・C・高倉台
離宮西町・千守町・潮見台・須磨寺・月見山本町・兵庫駅前・宮川町
西山町・西山/高台・夢野町・都由乃町・スペースわに・下山手
元町西・熊内町・鶴甲団地
◆金曜日から火曜日になるグループ……
青谷・篠原北２・篠原本町・篠原北１・赤松町・寺口町・御影山手
センター
上記以外は今までと同じ曜日に配送されます。
曜日が変更にならないステーションでも時間が変更になるところはあります。
－4－
詳しくは 3 月 15 日号でお知らせします。

