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中で考えていく。1 年くらいは様子を見る。
あしの会はなかなか丁寧に対応してくださ

6 月全体会報告
6 月 21 日（水）10：00～12：30

っている。あしの会のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの件を将来的
にどうするか考えていく必要がある。

【検討事項】
１．本年度活動計画 「おいしいね！が育てる
元気Ⅱ」について
〇活動案プログラム ・7/19（水）映画「遺
伝子組み換えﾙｰﾚｯﾄ」学生ｾﾝﾀｰ

第 2FAX：078-842-2430

〇あしの会がﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを入れたいと言われた訳
ではない。
〇どんなものを扱っておられるのかわからな

13：30～15：

00、・6/27 締切の大豆畑ﾄﾗｽﾄ運動‘17 10/1・
11/12（日）収穫祭に参加 ・9/18（月）手
前味噌を開こう！ 2 月に作った味噌を開い
て味わい、持って帰る ・11/25（土）収穫
感謝祭に参加 ・2 月（日は未定）味噌を作
ろう！ ・4/1（日）菜の花まつりに参加

いので、事業部で何品か載せてもらってお
試しで取るのはどうか。
〇高齢化でいつまでできるかわからない。求め
る会は運動体として残して、物品はあしの会
にお願いするというのがＤ案だったが、これ
からどうするかいろいろ意見を出し合った
ら良い。貴重な集まりなので、いつの間にか

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの更新ができる人がいない
崩れてしまったという風にはしたくない。
ので、宮嶋さんにお願いすることを考えている。 〇運動体として残した場合、数年はやっていけ
（負担にならない金額で）
るが、収入がなくなるので、残るという人か
2 収穫感謝祭の方向性について
ら会費を取って運営するのが良い。もしそう
去年好評だった試食コーナーを今年も進化さ
なったら楽しい会にしていきたい。
せてやりたい（会員担当）。意見を聞く。
〇まずあしの会の（古い）ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄがあれば見
〇子どもがおられる人はその人たちの思いや
せていただく。岩本さんから聞いてもらう。
発想を聞く。いいｱｲﾃﾞｨｱがあるかも知れない。 【報告事項】
〇ぬんさんの所に来る若い人は食の安全に詳
しい人もあり、皆楽しんでやっている。

〈生産者担当〉
〇野菜

〇六甲医療生協の骨密度計測はもっとわかり
やすい場所でしたらどうか→タイツや靴下
を脱ぐので、和室が良い

・6 月のコンテナ数：大コンテナ 126、小コン
テナ 367
合計 493
・畑のようす：果菜類よく育っている。今から

〇福島から宝塚に避難している若いママさん

キュウリ、なす、ﾓﾛｯｺｲﾝｹﾞﾝなどが出ます。

の会にチラシを渡したい。
〇試食だけでなく演出・場づくりを考えたい。
〇試食コーナーでその食材を使った一品を作

青菜、青梗菜、ビタミン菜など虫がつき大量
に捨てました（橋本さん）
・苦情 〇最終のそら豆に苦情。出来すぎるな

って置いておくのはどうか？→10 時半に始

ら適当な時期に取って干してほしい。もう少

まるので準備の時間が足りない。保冷ケー

し臨機応変にＢにできたら受け入れやすい。

スを用意するなど考えたい。
3．あしの会と将来的にどう連携を取っていく
か継続して検討する
求める会の将来をあしの会とのつながりの

→人参のＢ品とは違う。豆はＢ品にするのは
無理。〇毎週一色さんの大きいキャベツが届
いた。長時間煮るとおいしいが、生や炒め物
には固い。ﾛｰﾙｷｬﾍﾞﾂにしたらおいしかった。
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・次回市有研との話し合い

6 月 23 日（金）

13 時～ 市島町ﾗｲﾌﾋﾟｱにて
〇卵 ・古い卵が入っているのか、茹で卵の皮

〈広報・庶務担当〉6/28 ｾﾐﾅｰの午後印刷 月 1
回の発行になりﾆｭｰｽ性に欠けないか心配。
〈渉外担当〉

が剝きやすい。気室が大きい。 ・黄身の色
が薄いのと濃いのがある（大谷さん）

6 月 24 日 (土) ﾋﾞﾚｯｼﾞﾗｲﾌ懇話会 15：00～
17：00 「炭焼きは地球を救う」県民会館

※端数は 6 個、倍の時は 10 個になります。

6 月 28 日（水）食料環境ｾﾐﾅｰ「有機農業が目

〇米 ・田植えの後、雨が降らず除草が出来な
いので困っている（高木さん） ・田は池の

指してきたもの、目指すもの」保田 茂氏
7 月 8 日（土）
「ﾆﾝﾆｸ・黒ﾆﾝﾆｸづくりを考え

そばで水が入るので何とか除草機を入れる
ことができた（池野さん）

る生産者と消費者の出会いの集い」13：30
～17：00 枚方ｻﾝﾌﾟﾗｻﾞ 3 号館（京阪 枚方

〈会員担当〉 会員数 230 人

7 月に－2 人

市駅 2 分）主催：日有研黒ﾆﾝﾆｸ提携ﾈｯﾄ

〈事業部担当〉 全体会後の即売：定番のもの
（パン、豆腐、干物、調味料、海藻類）、橋本

7 月 15 日（土）みんなの低温殺菌牛乳協会（み
んパス）定時総会 学生ｾﾝﾀｰ 13：00～

巧巳さんのﾗｯｷｮｳ 15～20 ㎏の予定が、収穫した
ら 7 ㎏しかなかったとのこと。500ｇ入りを販

〈実務〉木曜日の電話当番はとりやめます。
7 月全体会 7/19（水）司会：飛田 当番：

売。ｺｰﾋｰ 8 月から値上げ。

猪飼・岡部

市有研との話し合い

8 月全体会

8/23（水）

2017.6.23

参加者：一色さん、大谷さん、橋本慶子さん（市有研）
飛田、小浦、岡部、花岡（求める会）
まさに真夏日。ライフピア市島での話し合いでした。まず、７月の灘チャに配送してもら
う野菜の打ち合わせをしました。
野菜について
・春キャベツ：初めは柔らかかったが、５月２５日位のは固かったかも知れない。春野菜
は２週間が限界で、隔週毎の配送は難しい（橋本さん）。
キャベツには極早生、中セ、晩生があり、極早生は早く出来たが中セとの間が長くなり
固くなってしまった。晩生のキャベツは、いつもの種が無くなり品種を変えたら、成長
が早く大きいものが出来てしまった。葉の間の子供のようなのは芽で成長が早い為、出
来てしまいました。このキャベツは炒めるより煮ると美味しいです（一色さん）。
・空豆：１週間の仕事と言えるかも知れない。皮の色が少し黄色くても、中身は大丈夫と
いう事があるので、出来るだけ良い物を入れたが、申し訳ありませんでした。私の家の
冷凍室も空豆でぎっしりです（橋本さん）
。
・実エンドウ：今年は天候のせいか、カサカサになったり、うどん粉病になったりで、多
く出来なかった。
・毎週来る大きな大根：食べきれない時は切干大根にすると日持ちもし、美味しくなりま
す。橋本さんの所では、大量の切干大根をフランスの研修生と作り、美味しいと好評だ
ったそうです。一色さんの切干大根は日干しして、水分が減った時に蒸して再び干すの
で、甘味が増すそうです。また、細い大根は種まきの遅い物だそうです。
・目先の変わった野菜について：作付け会議で話し合うが、例えばセロリ等１本、コンテ
ナにあると喜ばれるのではないか。８品目の約束はあるが、葉物が何種類も入っている
より、変わった物があれば喜ばれるのではないか等の話をした。
（都由乃町 G 花岡桂子）
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初夏の集い報告
北・兵庫、長田地域
６月１９日（月）２：００～４：００ 湊山地域福祉センター
出席者：前川・陶木・寺沢（夢野町 G）、岡（西山町 G）、笠水（西山高台 G）、岡本（下山
手 G）明松・保田・福島・稲井・坂本・門間・森山・藤木・金山・花岡（都由乃町 G）
計１６名
自己紹介の後、野菜について、あしの会への移行、近況報告など賑やか？に楽しい時間
を持ちました。新会員の方は「金曜に集まるのが楽しみです。野菜も美味しいし少しずつ
品目を増やしているが、良い物が手に入り喜んでいます」との事でした。
市有研の野菜を食べていると口が肥えるというか、市販の物は食べられない。野菜の形
をしているが、野菜の味がしないです。いろいろな品がありますが、求める会を信頼して
いるのでの安心して申し込めますとの声もありました。
グループ発足時の方もおられ、昔話に話が咲いたり、また、地域でボランティア活動を
しておられる方も多くおられ、活動の苦労話、自分自身も含めての今後のことなど、いろ
いろお聞きしました。
あしの会の配送になって、始めは心配したが、手順も早くなり各グループ、スムーズな
配送のようです。あしの会との今後については、我々の年齢もふまえて考えねばならない
事だが、事務局の方にはお世話になるばかりで申し訳ないのですが、求める会が好きなの
で、少しでも長く求める会の存続を希望するとの意見もありました。
（都由乃町 G 花岡 桂子）
灘・東灘・中央地域
6 月２４日（土）11:30～ 阪急御影 御影荘
出席者：中尾（住吉 G）岩花、茂松、岡部、杉山、（センターG）山崎（赤松 G）宮田、
飛田（鶴甲団地 G）松島（藤原台 G）佐藤（住吉台 G）
計１０名
御影駅の南にある御影荘という料理旅館で昼食会を兼ねて集まりました。
もと、高校球児の宿であったということで、美しい庭園もある懐かしい雰囲気の旅館でし
た。まずは、美味しいお昼ご飯を頂き、その後で話し合いを始めました。
自己紹介から始めましたが、長い間、会員をしていても、お顔を拝見したことがあると
思っていても名前も知らず、話したこともない方もいらっしゃり、身近にお話しが出来て
とても有意義でした。
議題としては、やはり配送の変更に伴う問題がないかということから始まりました。
全体としてはスムーズに移行が進んだこと。卵パックを返却すること、あしの会の配送ケ
ースを使っていろんな商品の配送が行われていることなどの確認。最近の野菜の中では、
キャベツが話題になりました。固かった、葉の中にまた小さな子が出来ているなど。新し
い品種だという説明がありました。大根が３週も続けてくると食べるのが大変。切干大根
にするとよいでしょう。
続いて、今年のいろんな行事や「おいしいね！」が育てる元気 パートⅡの催しについ
て確認し、あしの会との提携も含めた求める会の今後について飛田さんから説明がありま
した。最後のコーヒーも頂き、和やかに集会を終えました。
（センターG 杉山 はるみ）
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７月のカレンダー

７月全体会検討議題
①年間行事の確認と質疑
②収穫感謝祭の持ち方について
③求める会の今後について
～あしの会との連携を考える～

７月 19 日（水）全体会
７月 20 日（木）自動引落し日
共同購入申込締切日
７月 26 日（水）食料環境セミナー
醤油の空き瓶、緩衝材、段ボール箱の
返却についてのお願い
〇醤油の空き瓶は配送された段ボール箱や

７月全体会のあと、映画「遺伝子組み換え
ルーレット～私たちの生命（いのち）のギャン
ブル」の上映会を開きます。
日時：7 月 19 日（水）13：30～15：00

牛乳の箱に入れて返却してください。ビ
ン同士ぶつかって割れないようにして頂
けるとありがたいです。
○エアーパッキン（プチプチ）などの緩衝
材は再利用しますので、配送品が入って
いた段ボール箱にそのまま入れて返却し
てください。丸めてある新聞紙は各自で
処分をお願いします。
〇段ボール箱はたたまないで、そのまま返

（13：00 開場）
会場：神戸学生青年センターホール
遺伝子組み換え作物によって健康にど
んな異変が起きているのか、どのように
解決できるのか。参加は無料です。
託児あり（500 円）
。7 月 10 日までに
申し込むこと。
※会場には、冷たい新茶と熱いほうじ
茶も用意しています。

却してください。
一般社団法人みんなの低温殺菌牛乳協会

食料環境セミナー
「菜の花から生まれた新しい流れ
『愛東』の今、そしてこれから」
7 月 26 日（水）10:30～12:00
NPO 法人 愛のまちエコ倶楽部事務局長
増田 隆さん

第 3 回定時総会のご案内
日時：7 月 15 日（土）13：00～15：30
場所：神戸学生青年センターホール
総会＝13：00～13：40
記念講演＝13：50～14：45

会場：神戸学生青年センターホール
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

「自然なおいしさ氷上低温殺菌牛乳ノン
ホモ」堀桂二氏（丹波乳業品質保証部部長）
低温殺菌ノンホモ牛乳と生乳、ホモ牛乳、
高温殺菌牛乳の比較実験があります。
ぱすみるく☆カフェ＝14：50～15：30
参加費：無料 求める会は団体会員になって
います。ぜひ参加してください。

ニンニク・黒ニンニクづくりを考える
生産者と消費者の出合いの集い
日時：7 月 8 日（土）13：30～17：00

【お知らせ】8 月から木曜日の電話当番

場所：枚方サンプラザ(3 号館)京阪枚方市駅 2 分

は止めることになりました。事務所への
連絡は留守電か FAX でお願いします。
TEL&FAX 078－822－0810
第２FAX 078－842－2430

参加費：1000 円
主催：日本有機農業研究会生活部黒ニンニク提
携ネット（求める会は協賛団体です）
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