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ふれあいまつり

町田グループ

in くらら
～１1 月 4 週～

707 泥付き人参
ふれあいまつりでは町田さんに会いたいと見える組合員がいま
す。人参とごぼうを作り続け、80 歳を過ぎても現役です。
小山の農業界の重鎮として、まだまだ頑張って作り続けてほ
しいですね。

秋川牧園

丸和食品

タカサゴ

プレゼント！

708 やきとり もも串

710 国産小麦のバター食パン

飼育から加工まで、全過程を管理してい

709 丸和の感謝セット

ます。生産者が安全を第一にまとまってい

国産原料に限定し、安全を重視して製

組合員のために改善に改善を重ねて、よ

ます。惣菜の加工に使う油や粉も安全に

造。豆腐の加工品も数多く手がけ、すぐ

り安全で安心できるように頑張っていま

こだわり、日本中に安全性の高さで名が

食卓にのせられる惣菜は、一品増やせる

す。「自分の子どもに食べさせたいものをつ

知れ渡り、こだわり生協での扱いも多く、

立役者として欠かせません。こだわり生協

くる」気持ちが、組合員さんの子どもにも食

よつ葉でもなくてはならない存在。

へ多く提供しています。

べてもらいたい強い思いになっています。

日本の稲作を守る会
江川農園

ショウナン

714 ささがき
ごぼう
712
711
有機栽培コシヒ 有機栽培コシヒカリ
カリ 身土不二 白鷺の恵み 玄米
有機栽培の米・麦・大豆などを中心に普

ゴボウの加工全般
713 江 川 さ ん の早 生
みかん 小箱
小田原で代々続く、玉ねぎ、キウイフルー

及推進と販売。よつ葉生協が有機米を

ツ、みかんなどの栽培農家。みかんは南

入れるきっかけにもなり、有機農産物を

の県より遅くまで出荷が可能。農薬削減

扱う土台になっています。有機農家と消

や栽培方法に改良を重ね、みかんの産

費者には無くてはならない存在です。日
本の有機農業を常にけん引しています。

地になるように頑張っています。

を行っています。契
約栽培の農家から
直送されたゴボウを日常的に使えるように
加工しています。先代が、土のミネラルの
大切さをゴボウづくりに生かして、今は、息
子さんたちが受け継いでいます。
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両毛酪農業協同組合

よつ葉だより

地産地消商品として開始。非遺伝子組み
換え飼料を継続することは、小さい酪農家
にとって大変なことです。殺菌温度を
130℃から 120℃に下げ、設備の変更も
含めて、よつ葉生協のために頑張り続けて
います。 ヨーグルトも地元の果汁を入れて
います。

日の本穀粉

コトラミートカルチャ

715 のむいちごヨーグルト

717
716 みかも牛サーロインステーキ
足利、佐野の飼育場は、地域から集めら

３

栃木県のお米でつくった
シチューミックス

米専用の製粉工場は少なく、国や県は
コメの需要を増やすために米粉の利用を

れたワラや牧草が積まれ、堆肥として農家

進めています。だんご用やカレールウ、シ

が活用しています。地域循環型畜産は、

フォンケーキ用の微細粉まで、研究開発

CO２削減にも役立ちます。家庭用にパッ

をしています。小麦アレルギーの方には大

クしての販売は、よつ葉生協だけです。

事な米粉です。

日岡商事

日酒販

ランカスター

719 京伝来
京の料理酒
718 紅茶リーフ（ティーバック）
紅茶のほかにもお茶類を紹介。ティーバッ
クの他に茶葉も扱っているので、好みに合
わせて濃さや風味を味わうことができます。
ふれあいまつりでは、試飲をしながらお茶
飲み話に花が咲いています。

原料が純粋に米だけという、
混じりっけなしの料理酒で
す。魚や肉料理の下味や、
味付けにちょっと加えるだけ
で、ワンランク上の料理に仕
上がります。

東畜産商会

407
カーネルコーン
冷凍食品の専門店。野菜からお菓子ま
で幅広く展開。使いたい分だけ使えて、
彩りや、生野菜の代わりになるので、お
弁当やちょっと使いができ、便利です。

全漁連

中田商店

すじなしいんげん

国産シーフードミックス
ダブルパック
全国の魚種を扱っています。温暖化の影

北海道の広い十勝平野が東さんの仕事

響で海水温が高くなり、昨年まで捕れて

721 化学調味料 722 化 学 調 味 料
無添加いろいろ 無 添 加 海 藻 ス ー プ
みそ汁セット
アソート３種セット

場。よつ葉生協に北の恵みを運んで長い

いたのに今年は不漁になった魚種が増え

なかなか手に入りづらい素材や調味料を

年月が経過しています。味ののった時期

ています。漁師の暮らしを守り支え、安定

紹介。有機認証や質の高い原料を選択

に収穫し、冷凍したいんげんは、年中楽

した漁獲を確保することも、全漁連の大き

してくれるので、安心感があります。

しめる国産産直品です。

な仕事です。食べて応援しましょう。

お弁当や非常食用に便利です。

401

720
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フードバンク支援をしている団体から報告が届きました
NPO 法人子どもの育ちを支える会さくらネット小山

子どもの居場所「おひさま」

十分な養育を受けられない子どもたちや子育てに困難を抱える親を支援し、子どもの社会的自
立、虐待や貧困の連鎖を断つことをめざす団体です。よつ葉生協は、食材とボランティアで協力し
ています。

☀おひさま会 クッキング＆食事会（保護者を対象とした昼食会で、相談会の要素もあります）
コロナの関係でお弁当支援などをしていましたが、9 月から再開しました。参加した保護者は、
「コロナで出掛けられないので楽しみにしています。」と言い何日も前から参加の連絡が来ていま
した。他の親子は、手際よく肉じゃがとけんちん汁を作ってくれました。よつ葉さんのサンマの塩
焼きは、頭を取ってあり内臓の処理もしてあるので食べやすく、美味しいと好評で秋の味覚を楽し
みました。

（おひさまスタッフ）

組合員さんの声
よつ葉だよりでフードバンクとちぎの記事を読みました。うちで

コロナウイルス感染症対策たすけあい募金の企画をありがとうご

も余っている食品があり、何度かコープ栃木店へ持ち込みました（フ

ざいます。私ひとりでは非力で、何も人様の力にはなれないでいる

ードバンク宇都宮に届くようです）
。ですが、賞味期限 3 か月以上

ところでしたが、お陰様で、ほんの気持ちばかりではございますが、

のものしか出せません。フードバンクとちぎでももう少し短いもの

出来ることが見つかりました。
（Ｋ・Ｓさん）

も扱ってもらえるならと思い。週一のよつ葉さんの配達時に回収し
てもらえるなら、なお有り難いですが。
（Ｔ・Ｎさん）

Ａ 早速、声とご支援をありがとうございます。小さいようでも確実
に大きな力につながっています。また、募金は 12 月 4 週まで受付し

Ａ ご意見、ありがとうございます。フードバンク支援では「食べて

ています。

もらいたい」
「おすそ分けしたい」という気持ちを大切にしたいと考

（常任理事 三輪）

えています。例えば、賞味期限が近いけれど食べきれないから支援
へというような、ある意味で食品廃棄を減らすためではないことを
広く共有したいと思います。なおよつ葉生協では、フードバンク支
援用の食材を組合員さんからお預かりする活動は行っていません。
よつ葉生協に届く商品の中から独自に選んで、各団体にお届けして
います。

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（10 月 4 週分）
ご協力ありがとうございます。
組合員さんの助けあいの気持ちが広がっています
（860 番）

9，500

群馬コロナウイルス対策募金 （861 番）

7，200

茨城誰かのために募金

5，200

栃木コロナ支えあい基金

合

文化イベント情報

■各イベントのお問い合わせは、

直接主催者または連絡先にお願いいたします。

佐

(単位：円)

（862 番）

21，900

計

共同購入注文書の該当番号に数量をご記入ください。
WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。
一口 100 円の募金になります。

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（10 月 4 週分）

野

ご協力ありがとうございます。
組合員さんの温かいお気持ちが今週も寄せられています
放射能から子どもを守る募金 （900 番）

(単位：円)

9，100

（910 番）

14，900

「有機農業と国産種子」募金 （920 番）

8，100

震災孤児を支援する募金

合

計

32，100

共同購入注文書裏の「10 品以上の記入欄」に該当番号と数量をご記入ください。
WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。
一口 100 円の募金になります。

●編集・発行よつ葉生活協同組合 小山市粟宮 1223
0120-07-1613 TEL 0285-45-9100 FAX 0285-45-9101
HP http://yotsubacoop.jp/
●タイトル 安藤勇寿「少年の日」 「心のふるさと」展
●日 時
9 月 2 日（水）～12 月 25 日（金）
●会 場
安藤勇寿「少年の日」美術館
（佐野市御神楽町 623-1）

※料金、休館日等、詳しくはお問合せください。
●問合せ TEL 0283-67-1080 FAX 0283-67-7030

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yahoo.co.jp

よつ葉生協
ホームページ

よつ葉生協
Facebook

