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生産者の方がたはいま……コロナ禍下のようすをお尋ねしました
会員のみなさん、お元気ですか。 新型コロナウィルスのために不安で落ち着かない日々ですが、
どのようにお過ごしですか。
ところで求める会と提携している生産者の方がたは、このコロナ禍のもとで、どのように過ごし
ておられるのか、どのような影響を受けておられるのか、
「いまこんな時だからこそ」のお話をお尋
ねしました。私たちにできることは限られていますが、何かお手伝いできることはないかとの思い
もあり、往復ハガキでお尋ねし、お返事をいただきました。その内容をお知らせいたします（現時
点でお返事をいただいている方です。また紙面の都合で少し要約させていただいています）。

市有研

一色さん

こちらもイベントやお祭り、趣味の会
の集まりなど、人の集まりは全て中止で
す。非常事態宣言が出ていたので、私達も
外出は買い物に行くだけで、ずっと家で
過ごしています。幸い家族も周りの人々
も変わりなく元気に生活しています。農
業は戸外で三密になることはないので例
年と同じように作業をすすめています。
提携のおかげで私たちは生産した野菜
をみなさんに食べていただけますが、ニ
ュースなどで出荷先をなくしたり、激減
したというのをみると心が痛みます。い
つまでこの状況が続くのかわかりません
が、日々すべきこと、出来ることをやり、
野菜づくりに励みたいと思っています。
葉香製茶

辰巳さん

大和高原の茶処は、コロナ禍を忘れる
ほどに農繁期（茶の摘採製茶中）です。で
も一歩外出すると、ＪＡ、ＪＰ、隣町への
買い物はマスクが手離せません。山里田
舎ののんびり具合は過疎地ならではのこ
とでしょう。コロナの次へ心を！ 疫病
の流行は今に始まったことではありませ
ん。食・寝・免疫力で乗り超えましょう。
ゆづるは百姓連

山口さん

今年は甘夏みかんも暖冬のおかげで酢

上りもなく完熟しております。市販の甘
夏と違い出荷の直前まで木に生らしてい
ます。コロナウィルスの影響で、学校給食
に充てていた甘夏みかんの行き先がなく、
まだ木上にたくさん残っています（求め
る会では再注文をとりました）。市場出荷
しても見てくれの悪い私たちのみかんは
買い叩かれて真面目な値段をつけてくれ
ません。
もち米・小豆

藤田さん

コロナについては、三密とは縁のない
生活をしており、いつも一人、日本語も忘
れそうですが、たまに買い物をする時は
マスクをしています。稲作の生産現場と
しては従前と変わりありません。逆にオ
ーガニックショップではお米の動きは良
いようです。
丹波乳業

吉田さん

牛乳については学校給食の影響があり
ますが、大手スーパーなどの注文があり
特に変わりはありません。吉田牧場では
子牛（和牛と乳牛の F1 や牡牛）を月 1 頭
くらいの割合で出荷しているが、半値（20
万円くらい→10 万くらい）になっていま
す。コロナ禍は「選択と集中」の問題では
ないか、選択も集中も経済的な効率を第
一とする考え方で、その中からコロナ禍
は起きていると思います。
（2 ページへ続く）
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豚肉

大浦さん

コロナ禍については、少なからず影響
を受けています。道の駅や飲食関係のお
客様は自粛によって休業していました。
緊急事態宣言解除後、徐々に再開されて
きています。
コロナとは別ですが、豚コレラについ
て、毎朝調子の悪い豚がいないか、ドキド
キしながら作業をしています。猪や小動
物の侵入を防ぐため防除柵を設置したり、
網を張ったり、防疫について大変な被害
があり苦労をしています。和歌山県では
発生していませんが近県で発生している
ため、近々ワクチン接種ができるように
なりました。コロナによって今までと違
う 生 活 を 送 っていかなくてはな
らないと思っています。
影山製油所

影山陽美さん

幸い原料の菜種は確保できて
いるし、油は提携で引き取ってもらって
いるのでお陰様で特に問題はありません。
また、ふるさと納税で出雲市に登録した
ので、そちらの方でも引き取ってもらう
ことが出来ています。
コロナは自然が人類に対してある意味
で「淘汰」してきているのではないか。近
年は作物の出来もおかしくなっている。
今年でいえば、寒暖が激しくて琵琶の実
がいつものように熟れない、いつもは麦
と同時に菜種を刈り取るが、麦は黄色い
のに菜種はまだ青い―など。気候の乱れ
も「淘汰」の一つでは？
米・大豆

高木さん

田舎なので三密にはなりません。コロナ
の影響は「孫が帰って来るので余分にほ
しい」などで需要が増えているくらいで
す。26 日に田植えが終わりました。
イチゴ

小林さん

「東京に送るのでほしい」とか直売所に
来る人が増えているので、いつもより多

く売れている状態です。ただホテル関係
は全く止まっているが、その分出ている
のでありがたいです。
大徳醤油

浄慶さん

仕事は若干の休業日を加えたり密を避
ける配置をしながら続行してきました。
ホテル・旅館、飲食店、小売業、学校給
食の休業によって少なからぬ影響を受け
ましたが、ネット通販や生協個配が増加
したことで大きなダメージにならずに経
過しております。
養父市においては、スキーが壊滅的状態
であったことに加えてコロナ禍で、地域
経済に暗雲が立ち込めています。お年寄
りにとっては田舎の濃い人間関係が切ら
れたのも大きいです。社会・教育・経済
の再構築が必要です。災害に弱い都市部
の姿が再認識されている今、求める会さ
んが取り組んできた、都市と農村のつな
がりが本当に大事な時代だと痛感してい
ます。
牛肉

京村さん

子牛の販売価格が下がってきていて、
うちでは年間 70 頭くらい販売するが、1
頭当たり 10 万円くらい下がっています。
まだ下がると思います。東京・大阪など
都市の外食が減っている関係です。国か
らの補助は 50％以上の減収がないと受
けられない、融資は返却しなければなら
ないので、今のところどちらも利用して
いません。
（奥さんたちがやっている）保
育園は 2 週間ほど休んで、5 月半ばから
再開しています。
りんご

小松さん

コロナそのものの不
安はそれほど感じていませんが、お米を
出している旅館が 7 月まで休業なので出
荷できていません。りんごに関しては、
今は摘花時期で忙しいですが、手伝いの
人がいるので大丈夫です。父がいなくな
った分、仕事が増えて大変です。
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2020 年度総会報告
【2020 年度総会について】
新型コロナウィルスの感染拡大により緊急事態宣言が出され、3 月、4 月の全体会
が開けないまま、5 月 20 日に予定していた総会も開くことが困難になりました。
今年度の総会は求める会の今後の方向性について決定するという大切な総会で
したが、このような状況では、全体会で求める会の今後の方向性についての承認を
得ることができず、総会議案に乗せることができませんでした。この件に関しては、
新型コロナウィルスの感染が落ち着いたときに、改めて臨時総会を開き、審議する
こととしました。
その他の議案に関しては「書面総会」という形で審議をお願いしました。
※「書面総会」とは、会員全員に配布した総会資料掲載の審議議案について、賛成、
反対の評決用紙（ハガキ）を返信していただき、それによって審議議案を決する総会
のことです。

《１》評決（投票）用紙の返信締め切り日 2020 年 5 月 25 日（月）
《２》総会成立について
会員数 202 名中、評決（投票）用紙提出 148 名、過半数により総会成立
《３》議事
（一号議案）2019 年度活動報告（案）（総会資料 P.1～6）
（二号議案）2019 年度会計収支決算報告（案）
・一般会計 ・特別会計 ・「いわきの初期被曝を追及するママの会」会計
・
「新企画活動」会計
・共同購入会計（以上総会資料 P.７～11、P.13～14）
（三号議案）会計監査報告（同 P.11）
（四号議案）2020 年度世話人の承認（同 P.12） ※新世話人名簿は 4 ページに掲載
（五号議案）2020 年度活動計画（案）（同 P.15）
（六号議案）2020 年度一般会計収支予算（案）（同 P.16）
《４》 評決（投票）の結果
・すべての議案に賛成＝143
・すべての議案に反対＝１
・一、二、四号議案は賛成、五、六号議案は反対＝１
・一、二号議案については無回答（〇なし）、五、六号議案は賛成＝１
・すべての議案に無回答（〇なし）＝１
・委任＝１
計＝148 票
※賛成多数により、2020 年度総会議案は承認されました。
【お寄せいただいた意見の一部を紹介します】
・五号議案の「1．全体の取り組み①共同購入部の整理」の終息的な考えが前面に出て
いる案件には賛成しがたい。臨時総会で決定してからにしてほしい。45 年以上も続い
ている会が無くなるのはしのび難い。
・ステイホームで、総会資料を通常よりしっかり読ませていただき、改めて世話人の方
がたへの感謝の気持ちでいっぱいです。
・本会と出会い、お世話いただいた皆様のおかげで安心・安全でおいしい食品をいただ
けたこと、大変ありがたかったと感謝しています。ありがとうございました。
【お知らせ】緊急事態宣言は解除されましたが、しばらく様子を見るため、6 月の全
体会は中止します。7 月全体会については、7 月 15 日の開催を予定しています。
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稲田・信長・大野・吉川・横山
大野・広報部
田中

満里子

北須磨 C

○印はリーダーです。
※事務所当番・・・火、金曜日の 10：00～15：00
Tel/Fax 078-822-0810
不在の時は留守電または FAX で、緊急の時は係りまでご連絡ください。
上記の FAX が不通の時は第二 FAX（078-842-2430）をご利用ください。
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