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「知らなかった」では済まされない まずは関心を持つことから 
 
「電磁波が身体に悪いって?? それって本当の

ことなの??」 

５G（第 5世代移動通信システム）の配信が今年の春に日本でも

スタートしました。折しもコロナ禍。会議から結婚式までオンラ

イン化の需要が増え、ネットの高速通信はもはや生活に欠かせな

いインフラです。そこに「データ処理の速さ」「音声が途切れず画

像が止まらない」など、快適さを求めるのも当然のことです。そ

して「電磁波は身体に悪いらしい」という誰もが一度は耳にした

情報も、マスコミではほとんど報道されません。 

 

４G以前と５Gの大きな違い、3点   

・高周波の電磁波は届く距離が短いため基地局が以前よりも高

密度に必要（100ｍ間隔～） 

・基地局は地上から 2，3メートルの高さや、マンホール型では

地下 70㎝に設置され、人体に近い 

・電波（高周波電磁波）を少しでも遠くに飛ばすために飛ぶ方

向を絞っている（ビームフォーミング） 

激増し、より人体に近い場所に設置された基地局から発せられ

る狙い撃ちの電磁波が常に身体を突き抜けていくことの影響は、

明らかではありません。（基地局設置による健康被害の事例は多数

あり。） 

 

最も影響を受けるのは子ども 諸外国に倣って

対策を！ 

 さらに忘れてはならないことは、子どもは大人よりも影響を受

けやすい点です。携帯電話の電磁波の熱量は、5歳児の脳には、大

人の 4 倍吸収されるとのことです。このため、電磁波から子ども

を守る国の施策として携帯電話の使用を厳しく規制している国

（表を参照）もある中、日本の行政は無策です。ベルギーなど、 

５Gの導入をストップさせた国もあります。そして、日本では電磁

波による健康被害について、ほとんど報道されない実態がありま

す。 

 

出力・時間・距離の削減で個々の自衛を！過敏症

の方への配慮を！   

 電磁波が人体に与える影響は「①出力が強いほど ②被ばく時

間が長いほど ③人体との距離が短いほど」強くなるため、この

3 つを回避することで被ばく量を軽減できます。私たちが個々に

できる自衛策と言えます。そして、（誰もがなり得る）電磁波過敏

症の方への配慮を、忘れてはなりません。 

 

 スマートフォンやインターネット無しの生活には戻れません

が、個人の自衛と政府や自治体の対応によって、一人一人の被ば

く量は大きく変わってきます。「コロナだから仕方がない」「後戻

りはできない」とあきらめるのではなく、一人一人が関心を持ち、

知り、声を上げることで、少しでも健康を守ることが出来るので

はないでしょうか？ 組合員の皆さんと、考え続けていきたいと

思います。 

常任理事 堀  

 

＊参考文献： 

『知っておきたい身近な電磁波 

被ばく ５G で増大するリスク』 

よつ葉文庫 No1270 

 読みたい方は、ご意見欄にてお申 

し出ください。 

※よつ葉だより１１月３０号「よつ 

葉文庫」でご紹介しているため、 

貸し出しはお待ちいただく場合が 

あります。ご了承ください。 

 

☆電磁波による体調不良を感じて 

いる方、苦しい思いをしている方、 

是非ご意見欄やお手紙などで、体験をお寄せください。可能な限

り、よつ葉だよりでお伝えしていきます。 

 

各国の携帯電話への規制…参考文献 P64 表①の 9 か国の事例よ

り抜粋 

ロシア 2002 年に、16 歳未満の子どもや妊産婦の不使用

を政府が勧告。使用する場合は 1 回に 3 分以内。 

2009 年に、妊婦、18 歳以下の青少年、神経疾患、

その他脳神経系に疾患を持つ可能性のある者の

不使用を勧告。 

ドイツ 小児と妊婦に対して使用制限を指導。イヤホンと

セットで売ることを義務化。 

カナダ 公衆衛生局が 8 歳以下の小児については緊急時

以外使用禁止。10 代については使用時間を 10 分

までにするよう勧告。イヤホンとセットで売るこ

とを義務化。 

 ＊参考文献 P37 より掲載 

５Ｇの“恩恵”を前に！ 
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商評おすすめ 
 

12月 4週くらら 293 よつ葉シュレッドチーズ 
よつ葉乳業のシュレッドチーズは、原料が北海道十勝産ナチュラルチーズ 100％。 

セルロース、乳化剤は不使用。よつ葉生協では、不動の定番人気商品です！ 

 

セルロースが入っていない貴重なチーズです。他ではなかなか見かけません。 

パンにのせたり、ゆでたブロッコリーにのせたり、グラタンなどに、いろいろあると便利です。

娘たちも大好きなので、冷凍保存してストックしています。         （理事 針谷） 

 

 

 

 

 

 

 

 

調べてみると、私たちがチーズと思って食べているものには、次の 4 種類があるようです。 

〇 ナチュラルチーズ 非加熱で乳酸菌が生きているため、発酵が進む。市販のチーズ

はセルロースや乳化剤の使用が一般的。 

× プロセスチーズ ナチュラルチーズに乳化剤などを加えて加熱し溶かし、再び成

形したもの。乳酸菌は死滅し発酵が止まるため、品質が安定し、

保存性が高い。 

× チーズフード プロセスチーズやナチュラルチーズを溶かして、でん粉、水、

植物油、乳化剤、香料などを混ぜて固めたもので、チーズの含

有量が 51％以上あれば「チーズフード」と表記できる。 

× チーズ代替品 チーズの主成分である乳脂肪を植物油脂に置き換え、乳たん白

を使用し乳化させたチーズ代替素材から作られたもの。 

↑よつ葉生協での取り扱いの有無 

 

 

 

 

 

 

シュレッドチーズの偽物にご注意！！ 

ずいぶん昔のことですが、ある時、我が家で自家製ピザがブームになり、チーズを切らしてしまいました。チーズがちょっぴり

のピザはさみしいので、近所のスーパーへ。「スーパーに並ぶあの形状のチーズは、セルロースや乳化剤は入っていてもどれも一応

ナチュラルチーズだろう」と思い込んでいた私は、一番安い特価の小さめの袋を買いました。家に帰ると夫に「それ、チーズじゃな

いよ」と言われビックリ！！表示を見ると、原材料名のトップに食用植物油脂が❕ そして、加工でん粉やセルロース、リン酸 Na な

ど添加物てんこ盛りの偽物でした。 

 

チーズ代替品の原材料例： 

食用植物油脂、ナチュラルチーズ、乳たん白、食塩、チーズパウダー、加工でん粉、セルロース、

ｐｈ調整剤、リン酸Ｎａ、増粘多糖類、調味料（アミノ酸）、香料、着色料（カロテン） 

 

私が買ってしまったものはチーズフードですらないものでした。外食のピザやドリアに載っている“チーズ”は、

ほとんどがチーズフードかそれ以下のようです。もう騙されないぞ！！              （理事 堀） 

 

餃子の皮を使って、簡単ピザ 

 

磯屋商店の餃子の皮（生）は、約 30枚入りとたっぷり入っています。餃子をつくって皮が余ったら、

手軽にピザを作ってみませんか？おやつや軽食におすすめです。簡単に美味しくできるので、おうちに

ある材料で焼いてみて下さい。 

  

餃子の皮 ※隔週案内です 

（くらら 12月 4週 332） 

トマトケチャップ またはピザソース 

シュレッドチーズ 

◆おすすめ具材◆ 

コーン、無添加ツナ、ちりめん  

きのこ類（小さめに裂くと火が通りやすいです） など             （理事 渡辺） 

 

餃子の皮にケチャップやピザソースを塗り、好き

な具をのせます。さらにシュレッドチーズを散らし

てトースターで焼きます。 

楽しくておいしい、ミニピザのでき上がり♪ 
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第 6回定例理事会報告 11月 11日（水） 
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東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（11月 4週分）                             

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  (単位：円) 

放射能から子どもを守る募金 （900番） 6，300 

震災孤児を支援する募金   （910番） 20，500 

「有機農業と国産種子」募金 （920番） 7，400 

合  計 34，200 

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。 

よつ葉生協 

ホームページ 
よつ葉生協 

Facebook 

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（11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     (単位：円) 

栃木コロナ支えあい基金   （860番） 24，000 

群馬コロナウイルス対策募金 （861番） 12，100 

茨城誰かのために募金    （862番） 5，400 

合  計 41，500 

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。 

          加入  脱会   純増   組合員 

          107人 244人  －137人  25,760人 
組合員数（9 月 20 日現在）   

           加入   脱会   純増  組合員 

           164 人  79 人   89 人  25,849 人 
組合員数（10 月 20 日現在）   

《報告・協議事項》  

（1） 落ち葉さらい(秋山さん)の実施について 

例年 1 月末に実施している落ち葉さらい(秋山さん)について協議

を行いました。今年度はコロナ禍の影響で組合員活動(農業体験

等)も中止してきた経緯もあることやまた、冬場で乾燥している状況

を考えると多人数での行動は避けた方が良いとの結論に達しまし

た。人数制限案もありましたが、その場合抽選になり、参加できる

人・できない人と不公平になりますので、今年の落ち葉さらいにつ

いては、理事・各委員会・職員のみで行うことを取り決めました。 

（2） さよなら原発！栃木アクション 2020紙上パレードについて 

2012 年 11 月から毎年参加している「さようなら原発！栃木アクシ

ョン」として 2,000 人規模の脱原発パレードを実施してきましたが、

今年はコロナ禍のため、多数の人が集まる脱原発パレードの実施

を断念せざるを得ません。かといって、原発ゼロ・脱原発の声を上

げることまでを諦める訳にはいきません。そこで、福島第一原発事

故から 10年となる 2021年 3月に紙上パレードの趣旨で新聞に意

見広告を載せようと企画検討しています。詳細が決まり次第お知

らせ致します。 

 

（3） 2020年度 上期監事会報告について 

上期決算は増収増益となり、予算比でも大きく上回っています。

経費については、供給高増に伴う委託料等が増えているものの、

組合員活動等は自粛しているため、相対的には抑えられていま

す。経常剰余金も予算を大幅に上回っています。 

（4） 運転免許証自主返納者支援事業について 

運転免許証自主返納者制度について、「最近、運転する機会が

減った」「運転中にヒヤリとする機会が増えた」「家族から運転が心

配と言われた」などといった理由で、免許証を返納された方には

「運転経歴証明書」が発行され提示した方には、各市町村などで

は、主に交通費の補助や無料の取組みなど実施しています。各

団体や民間企業にも運転免許証自主返納者支援事業の協力依

頼がされました。具体的には、生協組織などにはライフライン事業

者として食の提供に関すること。その際「運転経歴証明書」を提示

され生協に加入した場合は、割引サービスなどの話を受けており

ます。また、支援事業者として県の登録も依頼されました。今後検

討します 

 

 
よつ葉太陽光発電報告 
○2020 年 9 月 28 日から 10 月 28 日（29 日間）の太陽光発電量

は、10,368ｋWｈでした。CO2 削減量は 3,261kg（18L の灯油

缶を 137 本燃焼した量）です。 

 

ヘチマ通信 ③ 

〜経過報告〜 
 

出来ることから脱プラへ！で始まったヘチマづくりは、1m 程の背丈になると、虫

にも負けず、葉を広げツルを伸ばしては巻きつき、どんどん育ってくれました。 

 

我が家では、竹で仕立てた柵と、余り布を使った木綿紐を 

ツル留めにして、ヘチマを這わす網の代わりにしています。 

手持ちの自然素材に、毎朝開く 

鮮やかな黄色い花が映え、明る 

い気持ちになります。そして、ヘチ 

マが枯れた後は、竹は外して別の 

ことに再利用し、木綿紐はヘチマ 

とともに庭の片隅に埋めて土に戻 

します。 

９月に入ると、たくさんの実がなり 

始めたので、ヘチマ料理を作りました。キュウリ程度の大きさのものを、皮をむ

き、５ｍｍ幅にスライスし、フライパンにオリーブ油をひいて塩胡椒で炒め、最後     

に醤油で味を整えれば出来上がり！淡白でくせもないから他の食材とも併せ

やすいですよ。                           （環境委員会） 

 

 

 

木綿紐 


