
昨年度の活動・事業報告
取り組んだ活動、事業や決算について報告

2022年度活動・事業方針の説明
活動と事業を１本化することで組織を強化。
東都生協でしあわせな笑顔～ Smile with 
TOHTO～を目指す

通常総代会に出席して
１年間総代を務めて総代会に出席した、旧
東京南部生協からの移行組合員の感想

私の意見・思い
総代の皆さんからの東都生協への期待の声
や意見（抜粋）

総代会終了直後から、
活動が本格スタート！
第1回定例理事会開催

YouTubeでも配信！
総代会の様子を総代対象にYouTubeでラ
イブ配信・後日配信
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― 第48回 通常総代会報告 ―
　６月16日、第48回通常総代会が開催されました。コロナ禍で
の開催のため、今年度も傍聴は受け入れず、総代546人のうち、
81人の総代が会場に出席（書面出席462人）しました。

東都生協の原動力！！東都生協の原動力！！東都生協の原動力！！

会場：ハイアットリージェンシー東京

受付

総代

発言者

議長団

採決

開会あいさつ

議案提案＆発言への説明

　会場では参加者の協力の
もと、検温、ソーシャルディ
スタンスを保っての着席、
マスク着用など、ガイドライ
ンに沿って感染症対策を実
施。水分補給のための紙パ
ックの緑茶も準備しました。

それでは、

詳しく

お伝えします

が、が、声
みんなのみんなのみんなの

第48回通常総代会報告

野地浩和専務理事

風間与司治理事長

Contents

にんじん 50g
万能醤油たれ（70g）  １パック
ご用意いただくもの
油 大さじ１

「おかずキット」は
フードロスを減らす！

　JAやさとの各農家で、以前は青果とし
てのみ出荷していた野菜も、おかずキット
での使い道が増えたことで、フードロスを
減らすことにつながりました。また、おか
ずキットでは使用しない長ねぎの青い部
分は「カット青ネギ」として他の飲食業に
出荷し、無駄にしていません。

お届け材料（2人分）

作り方

豚小間肉 100g
ミックス野菜
キャベツ 200g
ねぎ 100g
にんじん 200g

豚小間肉 100g
ミックス野菜
小松菜 160g
ねぎ 150g
たまねぎ 100g

お届け材料（２人分）

1.熱したフライパンに油大さじ１を入れ、中火で豚小間肉を約３～４分炒める。
2.ミックス野菜を加えてしんなりするまで炒める。
3.万能醤油たれを加えて全体に絡め、炒めて出来上がり。    ※調理時間は約10分です。

作り方
1.熱したフライパンに油大さじ１を入れ、中火で豚小間肉を約２～３分炒める。
2.ミックス野菜を加えてしんなりするまで炒める（約８分）。
3.万能醤油たれを加えて全体に絡め、炒めたら完成。 ※調理時間は約10分です。

JA やさと商品ラインアップ

「おかずキット」を利用
したことは？

使った感想、使わない理
由などいろいろ。

P.９のパズルの答えと
一緒に送ってくださいね

。

おかずキットレシピ

おかずキットレシピ

ちんげん菜 40g
小松菜 40g
万能醤油たれ（30g）  2パック
ご用意いただくもの
油 大さじ１

産直たまご15個 通年
ぴっかりぴん（茨城コシヒカリ） 通年
東都納豆 通年
キウイフルーツ 12月～2月
栗 ９月上旬
長ねぎ 3月～9月
小松菜 通年
ブルームきゅうり 1月～６月、9月～12月
にんじん 11月～３月

主なものだけでもこんなにあります。
ぜひご利用ください。

レシピ 45 特集 9 9



総代会議って何？

あなたの「声」を聞かせてください！

　組合員の代表「総代」（2021年度総代は550人選出）が意見交換する場。年３回の総代
会議で出された総代や組合員の声をもとに東都生協の最高
議決機関である通常総代会の議案を作成します。
《第48回通常総代会に向けて開催した総代会議》
第1回総代会議（2021年11月末）その年度の活動の中間

報告と議案作成に向けた論議
第2回総代会議（2022年3月末）次年度の方針づくりに向

けた論議
第3回総代会議（2022年6月初め）総代会議案の論議、各

種手続きの案内

　オンラインでの学習交流会を積極的に実施。「オンラインだ
から参加できた」という新たな参加にもつながりました。

　東都生協は、組合員活動と事業を連携して活動してきましたが、今年度は、
さらに大きな力が発揮されることを期待して、組合員活動と事業を１本化し
た活動計画を立てました。

東都生協でしあわせな笑顔
～Smile with TOHTO～

　「平和なくして生協なし」。第２次世界大戦
中、生協活動ができなかった負の歴史を繰り
返さないためにも平和活動を進めます。組合
員から寄せられた平和募金を活用して、「東都
生協平和のつどい」（7/31）をはじめ、地域
での平和活動に取り組む予定です。

　環境配慮型包材への切り替
え、リユースびん・牛乳パッ
クなどの回収率の向上といっ
たリサイクル活動に、引き続
き取り組みます。
リユースマークは
どこにあるの？

びん本体と商品
ラベルを確認し
ましょう！　誰もが参加しやすい活動にするため、組合員の

活動スタイルについて、見直し論議を進めます。

小川陽子さん
　コロナ禍の開催でしたが、立派な総代会にびっくりしました。反対意見であっても自
分の考えを堂々と発言され、すごいですね。運営もスムーズで滞りなく進み、気持ちの
いい総代会でした。      《私のイチオシ商品》みそ・しょうゆ・ケチャップなどの調味料

　東都生協の活動は、組合員の声が原動力。組合員の誰もが、東
都生協への思いや改善提案などの意見を簡単に発信できます。あ
なたはどの方法で「声」を発信しますか？
●ひとこえ生協
お手持ちの用紙に記入して供給担当者に渡
すか、ホームページからでも提出できます。
●コールセンターに電話
0120-1010-68（通話料無料）
〔受付時間〕午前９時～午後６時30分
                （月曜日～金曜日）
●商品レビュー（商品に関して）
東都生協ホームページの商品ページを開
き、商品詳細ページの「レビューを投稿」
ボタンから商品へのコメントを投稿できま
す（書き込むにはログインが必要です）。

　国際情勢や異常気象など、地球規模で私たちのいのちとくらしが脅か
される多難の時代を迎えています。だからこそ、産直中心の国産で安全
な食料調達や地球環境に優しい事業活動を推進するために、産直の東都
生協に大きな期待が寄せられています。また不安な時代だからこそ、協
同組合に集う人々のつながりを深め、学びや交流を通じて「東都生協で
良かった」と実感してもらえることが大切です。
　一方で、組合員や生産者、役職員の世代交代が進んでいます。この転換期を乗り越えるた
めにも、役職員は一層の力量向上に努め、商品づくりや企画、新規組合員へのフォローなど、
組合員視点での知恵や参加を生かし、一緒に活動していくことを本年度の基調としています。
地域での組合員活動の担い手が不足し、新たな参加者もなかなか増えない中、組織デザイン
の再構築と併せて、役職員が果たす役割も増しています。
　今年度、組合員の皆さまのさまざまな声と参画をいただけますようお願い申し上げます。

総代会の様子を総代対象に
ライブ配信・後日配信 ※2022年度活動・事業計画の詳細（第２号議案）は、東都生協ホームページ・トップ画面一番下、「東

都生協について」→「活動方針・事業計画」から閲覧できます。
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22022年度活動・事業方針の説明

　今年度は、旧東京南部生協から
事業譲渡を受けて２年目となりま
す。以前、同生協に加入していた組
合員が、東都生協の総代（組合員
の代表）として、初めて通常総代会
に出席しました。

色川晴子さん（写真右）
　自分の考えをしっかり述べる発言者の発言を、感心しながら聞いていま
した。今回出席して組織のこと、組合員活動のことをしっかり勉強したい
と実感しました。今年度は、企画にも参加したいと思っています。 

 《私のイチオシ商品》金芽米・あやこがね（みそ）

採
択
結
果

 第１号議案 2021年度活動・事業報告承認の件 過半数の賛成により可決（賛成452／反対13）

 第２号議案 2022年度活動・事業計画承認の件 過半数の賛成により可決（賛成446／反対33）

 第３号議案 定款の一部改正の件 ３分の２以上の賛成により可決（賛成456／反対７）

 第４号議案 規約の一部改正の件 過半数の賛成により可決（賛成459／反対３）

 第５号議案 組合員除名の件 ３分の２以上の賛成により可決（賛成457／反対５）

　組合員から寄
せられた東都生
協「未来につなぐ
募金」を、子ども
食堂、無料学習
塾、フードバンク
など、2021年度
登録の34団体に助成しました。
　新座要冷セットセンターで予備確保している野菜をフ
ードバンクなど、関連団体に提供しました（約1155㎏）。

YouTubeでも配信！

いのちをつなぐ大切な食べ物を未来につなげる
地域社会づくりと社会貢献

環境負荷を削減する
取り組み平和な社会を目指した取り組み

「食の未来づくり運動」推進

次世代につなげる新しい「カタチ」の創造

取り組むこと

目指すこと

7つの柱より抜粋※

　試食イベント車
で地域を回り、食
料自給率向上を目
指した活動を行い
ます。今年のテー
マ は「米」。自 給
率の優等生・米の
良さと調理のアイ
デアなどを紹介。

風間与司治
理事長

声・知恵・参加で、多難な時代を乗り越える

第1回定例理事会開催
　通常総代会の閉会後に、第1回定例理事
会を開催しました。理事会は毎月開催され、
総代会決定に基づき活動・事業の重要事項
を決定し、理事の業務執行を監督します（毎
月の理事会報告は本誌p.11に掲載）。

コラム

コラム

オンライン企画
が増え、一人で
できることも多く
あり、楽しめるよ
うになってきた。

子育て世代に、東都ナチュラルやこだわ
り商品の良さを発信することが重要です。

弁当配食事業が黒
字となり、継続が決
定して良かった。見
守り活動をはじめ、
フードバンクや子ど
も食堂への助成など
地域社会への貢献
も続けてください。

新型コロナウイルス感染拡大で私たちの生
活は激変し、不安定な世界情勢の中で生協
はより必要な存在です。人と人とのつながり
を大切に、未来へ笑顔をつないでほしい。

供給担当者の行動
(駐

車の仕方、商品搬
入

など)が素晴らしい
。

地域から愛される
東

都生協でいてほしい
。

通常総代会へ

※写真左はお友達で総代の和久井宮子さん

「コロナ禍」「ウク
ライナ

侵攻」…予期せぬこ
とが

次々と起こり、食料
自給

率の向上が急務で
す。

食べ物の安全・安心
と共

に食料不足になら
ないこ

とを切に望みます。

※（　）内は書面議決を含む

ココ
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