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２０２０年における日本の達成度は？ 

 
世界１６６カ国中 

スウェーデン １位 

日本 １７位 

アメリカ ３１位 

タイ ４１位 

中国   ４８位 

中央アフリカ  １６６位 

 

日本の取組みが遅れている目標は？２０２０年から

のコロナ禍の影響も大 

主要な課題あり 

（Sustainable Development Report 2020 より） 

    

 

 

 

コロナ禍により、上記５つの目標以外にも SDGsの取り組みが

遅れている課題が社会的に浮き彫りになりました。 

環境面では毎年のように自然災害・気候変動が起きています。

社会経済面ではテレワーク IT化・育児・医療・教育・働き方に変

化が起こり、生活のあり方が大きく変化し、金融、雇用、失業率

など様々に影響をもたらされ、今まで遠いものに感じていた課題

が、より身近に迫り他人ごとではないと感じてきた人も多いかも

しれません。 

 また、企業が積極的に SDGsの取り組みをアピール、目にする

ことも多くなりました。 

企業のみならず、誰もが一人ひとり参画することがとても大切で

す。 

 

何をする？何がしたい？ 

People 誰かのために 

Planet 地球のために 

Peace 平和のために 

Prosperity 豊かさ繁栄のために   

Partnership 協力しあうことで 

 

 

2015 年から「実施の 5年」、2020 年から「行動の 10年」

が始まっています。そして、ひとり一人が、地球のために誰かの

ために行動することで、そこが入り口となって“目標”が芋づる

式に繋がっていきます。 

例えば、 

●フェアトレードのコーヒー、チョコレートを選んで買う 

目標１，２，５，８，１２，１３，１６，１７ 

●アクリル素材の洋服は買わない 

目標１２，１４ 

●教育支援をしている団体を通し不要になったランドセルを寄付 

目標４，１２ 

●貧困、食糧支援、環境、など興味関心あることや支援したいこ

とに寄付をする 

17 のあらゆる目標に関連 

●食べ残しを減らすレシピ、保存方法を工夫したり知恵をシェア

したりする 

目標１，２，１７ 

 

私は、アクリル毛糸が石油由来の繊維状プラスチックで、洗濯

することで繊維はプラスチックとなり海洋汚染になることを知っ

て、とてもショックでした。そして持っている洋服を調べたとこ

ろ、アクリル素材のものがものすごく多くてダブルのショック。

アクリル毛糸の洋服は買わないようになりました。 

 

ほんの少しの、選択・行動が、大きな未来を変える力になりま

す。 

（理事 針谷光絵） 

 

参考文献： 

「未来を変える目標 SDGｓアイディアブック」  

一般社団法人 Think the Earth 編著 

「Sustainable Development Goals Report 2020」 

 

自然と SDGs になっていることはたくさ

んあります。 

例えば、よつ葉生協の“地産地消 いのち

と健康・暮らしを守る”という理念と活動は、 

SDGs の持続可能な世界を目指す考え方と

つながる部分がたくさんあります。よつ葉生

協の組合員さんの中にも、大切にしているこ

とや関心のあること、暮らし方や生き方その

ものが持続可能な社会に貢献している方も多

いことでしょう。 

 

参考 日本生活協同組合連合会 SDGｓ（持続可能な開発目標）と生協に期待されること（第 1版） 
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「食品ロス」を出さないように 6月 1週くらら２～３ページをご覧ください！ 

 
世界では、食料がいきわたらず食料飢餓に陥っている国があります。一方日本のように、自給率が低く、多く

の食料を海外から輸入しているのに、年間 612 万トン（2017 年）も廃棄する国もあります。国内の食品ロスの

半分は、家庭から出ているとのこと。野菜の皮や外葉もまるごと使う、適量を作る、期限内に食べきるなど、常

に毎日意識していきたいですね！ 

「食品ロス」と「フードロス」 

日本では「食品ロス」のほか、「フードロス」という言葉も使われていますが、フードロスは、生産や製造・

加工・流通の段階で廃棄される場合に使われ、国際連合食糧農業機関では Food Loss and Wasteと称されるよ

うです。食べられるのに廃棄される食品全般を指す場合は、食品ロスとなるようです。 

参考：NPO法人日本もったいない食品センターHP 

 

登録「もったいない野菜」とＳＤＧｓ 多めにできた野菜を不定期でお届けします 

 農作物が予想以上にたくさん収穫できたり、規格外品が出てしまったりした時に、登録している組合

員さんのもとへお届けする取り組みです。ＳＤＧｓに当てはめると、上記の目標に相当します。大切な

農産物は、ありがたく組合員でいただきましょう！ 

 ＊余剰農産物が発生した時に不定期でお届けし、お届け時のみのご請求です。 

 ＊お届けする農産物は、よつ葉生協の栽培基準を満たしたものです。 

 ＊1口で 1品･･･108円（税込み）。お申し込みは何口でも可。 

 ＊野菜の種類や、生産者名のお知らせは、配達と同時になります（事前お知らせはありません）。 

ご登録は随時受け付けています！よつ葉生協へお電話（☎0120-07-1613）、または配送担当者へ

お知らせください。                            （理事 三輪） 

 

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。 

★足利市女性団体連絡協議会設立３０周年記念事業★ 

令和３年度 男女共同参画週間事業 
●日 時  ６月２６日（土）13：00～15：30（12：30開場） 

●場 所  足利市民プラザホール 

＜第１部＞ 表彰式 13：00～13：20 

      「男女共同参画に関するキャッチフレーズ」 

＜第２部＞ オンライン講演会 13：30～15：30（会場へ生配信します） 

      講師 社会学者・東京大学名誉教授・認定NPO法人ウィメンズ 

         アクションネットワーク（WAN） 

理事長 上野 千鶴子氏 

      演題 『安心して産める 安心して老いる 地域づくり』 

●定 員  １３０人（先着順）※託児あり 

●主 催  足利市／足利市女性団体連絡協議会 

●申込み・問合せ 

  足利市総務部人権・男女共同参画課 

      EMail danjyo＠city.ashikaga.lg.jp 

      TEL 0284-73-8080／FAX 0284-73-8066 

      『氏名・住所・電話番号・参加希望の部』を

お知らせ下さい。 

●締切日  ６月１０日（木） 

※感染予防のために当日は、会場入場時に検温を実施。 

 マスク、手指の消毒など、ご協力をお願いいたします。 

入場無料／手話通訳あり 

私たちにも 

 できます 
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ご意見・ご感想をお寄せください。お名前と組合員番号をご記入の上、

共同購入注文書またはお手紙でお願いします。掲載の方には粗品をプレ

ゼントいたします。※掲載するにあたって事前ご連絡をすることはあり

ませんので、ご了承ください。 

●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/ 

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

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（4月 4週分）                             

ご協力ありがとうございます。                （5月１週分） 

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） 16，700 

震災孤児を支援する募金   （910番） 51，700 

「有機農業と国産種子」募金 （920番） 23，300 

合  計 91，700 

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］内の［復興支援募金］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（4月 4週分）                             

ご協力ありがとうございます。                （5月 1 週分） 

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） 15，900 

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    （862番） 2，100 

合  計 25，200 

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。 

コウノトリの絵がかわいい リサイクル紙バック 

［必要な材料と道具］ 

・米袋(平紐で縛っているタイプがおすすめ) 

・ハサミ 

・ボンド 

・洗濯バサミ 4個  

［作り方］ 

①米袋を好きなサイズと 5センチ幅に切る。平紐は半分に切る。(写真 1) 

②5センチ幅に切ったものに、ボンドで平紐をつけ、持ち手をつくる。 

軽く乾くまで洗濯バサミで押さえておく。(写真 2) 

③好きなサイズに切った米袋の内側、持ち手がつく高さにボンドをぬる。 

④③のボンドをぬったところに②の持ち手のついたものを貼る。よくつくよう

にして、洗濯バサミで押さえておく。（写真３） 

乾いたら完成♪(写真４) 

（宇都宮地区 小田切さん） 

 

有機ラムサールふゆみずたんぼ米  

6月 3週 106 （4週に 1度のご案内です） 
 

ラムサール条約湿地に登録された 

「渡良瀬遊水地」の周辺水田で、農薬や 

化学肥料を使用せず作られた安全・安心 

な有機栽培のお米（コシヒカリ）です。 

稲刈りをした後の、冬場にも水を張って 

おくことで生き物が生息し、コウノトリ 

のえさ場になります。現在、渡良瀬遊水 

地ではコウノトリのカップル「ひかる」 

「レイ」が、3月末に生まれた 2羽の 

ひなを育てています。昨年も「わたる」 

「ゆう」が誕生し、あちこちの大空を 

飛んでいます。 

 

 

暮らしを楽しむ 
 

写真１ 写真２ 

写真３ 写真４ 

もう少し長めに残すと 

大きめの紙バッグに 

なりますよ 

＜コメント＞ 

袋がとってもかわいら

しくなりました。手ご

ろな 2 ㎏なので手土産

にもぴったりで、コウ

ノトリの話題にもつな

がります。 

（会長 冨居） 

 


