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【自然環境にやさしい養殖エビとは？】 

養殖エビには２種類の養殖方法があるのをご存知ですか？ 
 

市販されている多くの養殖エビは「集約型養殖」です。大量に飼育するので 

人工の餌をあげ、抗生物質などの薬物を投与し、大量にエビを養殖しています。 

排水には周辺環境の水質汚染の問題があります。 

 

一方、天然に限りなく近い形の養殖方法で、自然の力でエビを育てる「粗放養 

殖」があります。養殖用の池には藻、プランクトン、魚も同居し、えびはゆっ 

たりとしたスペースを泳ぎ回り、池に棲みつくプランクトンを食べて育ちます。 

人工餌や薬品は一切与えません。 

安全性だけでなく自然環境の保護にもつながります。 

 

☆よつ葉生協「くらら」魚介ページで扱っている養殖エビは、加工品も含め、薬品に頼らず、環境に配慮した、 

安心安全な飼育環境で育った粗放養殖のものです☆                   （理事 横山） 

 

                                           (理事 横山） 

 

 

 

 

 

                            

         

           

貴生協様のブラックタイガー海老は、インドネシア・スラウェシ島南部の(粗放)養殖池で約 4～5 カ月間育てた 

ものをマカッサル(スラウェシ島南部)の当社提携工場で加工・凍結した産地一回凍結品です。 

 スラウェシ島の養殖池は、元々塩田であった場所や、ニッパヤシ林等農業に適さないような土地を利用して作ら 

れています。                        ※トクスイコーポレーションの資料より抜粋 

 

食のあんぜん コラム 

「種苗への遺伝子操作の表示を求める署名」2697 筆 ありがとうございます 

 ４月から取り組みました署名に、1143 枚（2697 筆）の協力がありました。日本消費者連盟を通じて農林水産大臣へ提出しました。 

ゲノム編集とは、一部の遺伝子を破壊（＝ゲノム操作）して、新たな性質を持たせる新しい技術です。5 月にはゲノム操作された

サナテックシード社の高 GABA トマトの無料配布が開始されてしまいました。表示を求める署名に賛同の声が集まったのには、多

くの組合員がゲノム編集技術に不安や警戒心を持っている証といえるでしょう。ゲノム編集が用いられた食品には安全審査も、環境

影響の審査がないばかりか、表示義務も課されていません。わたしたちの「知る権利」「食を選ぶ権利」を求めていきましょう。 

この署名は、遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン、生協ネットワーク 21、日本消費者連盟が主体となり、全国的に広が

っています。高 GABA トマトの次には、大学発のベンチャー企業などが主体となってあらたな食品の開発が進んでいる状況下です

が、関係機関と連携しながら今後も情報をお伝えしていきます。                       （理事 三輪） 

 

 種苗へのゲノム編集表示を考えるオンラインセミナー（日本生活協同組合連合会主催）を聞いて 

「ゲノム編集技術と種苗業界－品種改良と種苗生産・流通の実態について」 

  講師 一般社団法人 日本種苗協会専務理事 福田豊治氏 

  

 品種改良された F1 の種子や苗が、日本と諸外国を何度も行ったり来たりしながら、 

商品として店頭に並ぶまでの流通の様子を説明していただきました。また、ゲノム編集 

作物についての国の見解（以下の 3 点）と、それによってゲノム編集作物を表示義務の 

対象外としているとのことでした。 

①ゲノム編集による品種改良は、これまでの偶発的な突然変異を人為的に起こしている 

のと変わらず、安全性に問題は無い。 

②現在の技術では、検査によってゲノム編集作物であるかを識別することは不可能である。 

③また、現状、国内外において、ゲノム編集技術応用食品に係る取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分である。 

私たちは、ゲノム編集食品も遺伝子組み換え食品と同じく安全性が不確かであると考えています。国は「検査で識別できないから

表示しない」と主張していますが、精肉ではトレーサビリティーによって、生まれてから精肉になるまでの道筋を確認することで個

体識別をし、安全性を確認しています。そこで、最後の質疑の時間に、「検査では識別できなくても、精肉と同じ様にトレーサビリ

ティーによって個体確認をすることはできないのですか？」と質問をしたところ、「理論上、可能です」とのお答えをいただきまし

た。世界中に運ばれて商品として店頭に並ぶゲノム編集の種や苗ですが、識別は可能なのです。 

私たちは、不可能なことを求めてはいません。自信をもって言いましょう！ 

ゲノム編集作物の種苗の表示を求めます！                          （理事 堀） 
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 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。 

那須塩原 

●イベント 『アジア学院 古本市』開催 
毎年栃木県内外を問わず、来場者が増加し続けている

大人気のイベント「古本市」。文庫本や絵本、懐かしの

ベストセラーから美術書に希少本まで、様々なジャン

ルの本 10,000 冊が 100 円～出揃います。ご家族で

もお１人様でも、読書が好きな方もコレクターの方も、

お楽しみいただけるイベントです。 

行楽日和のこの時期に、古くも新しい本との出会いを

もとめて出かけてみませんか？皆様のお越しをお待ち

しております。 

●日 時  6 月 25 日（金）～７月 10 日（土） 

11：00～17：00 

※状況により変更させていただく可能性があります。 

●会 場  那須セミナーハウス（那須塩原市槻沢 420-22） 

●問合せ  学校法人アジア学院 TEL 0287-36-3111 

※本の売上はアジア学院の農村指導者養成研修のため、大切に使わ

せていただきます 

 

 

 

那 須 

●イベント 「大日向マルシェ」 
毎年５月から 11 月の第２・第４土曜日に、那須町に

あるレストラン・アワーズダイニングのお庭で、オーガ

ニック・マルシェが開催されます。 

サステナブルで自然に寄り添う農産物や服飾品を扱っ

ております。また、出展する人々やお客さん同士がおし

ゃべりを楽しんだり、ゆっくりとした時間の流れの中

で心も体もリラックスできるマルシェです。 

●日 時  ７月 10 日（土）、24 日（土） 9：00～12：30 

●場 所  アワーズダイニング 

（栃木県那須郡那須町高久 5834-14） 

※雨天決行 

●連絡先  oohinatamacshe＠gmail.com 

●詳 細  https://www.facebook.com/ohinatamarshe/ 

＊マイバッグ、マイカップのご持参にご協力ください。 

５G は便利だけど… 

電磁波による健康被害。関心を持ち、添加物や農薬と同じ様に気を付ける習慣を！ 
 

５G（次世代移動通信システム）の危険性について、よつ葉だよ

りで取り上げた（No.632）ところ、電磁波過敏症に苦しむ複数の

組合員さんからお便りをいただきました。（No.635に掲載。）イン

ターネットには「電磁波による健康被害はデマ」との記事も見受

けられますが、電磁波が健康被害を引き起こし得ることは、疑う

余地がありません。実際に苦しんでいる方々が、それを証明して

います。 

月刊誌『食べ物文化 6月号』（発行：芽ばえ社）に市民バイオ

テクノロジー情報室代表・天笠啓祐氏の５Ｇに関する記事が載っ

ていました。「５Ｇの何が問題か？」について、健康破壊の拡大を

含め以下のようにまとめられています。 

・ 健康破壊…大量の情報を高速で送るために欠かせない「ミリ

波」は、これまで軍事でしか使用されてこなかった周波数。健

康破壊の要因を拡大する。 

・ 事故を増やす…自動運転やＡＩの普及で便利さが人間の能力

を奪い、機械への依存度を強め、判断ミスを増やす。 

・ 犯罪を増やす…電子マネー、キャッシュレスが広がり、浪費

や犯罪の温床に。 

 

・ 管理監視社会化・市民が情報提供者に…自動掃除機はＡＩで

コントロールされ、情報が送受信されることで、家の内部の

構造が筒抜け。スマートメーターも、絶え間なく発信されて

いる電気の使用量の情報によって、暮らしぶりが丸裸。スマ

ートフォンの使用で、暮らしぶりや生活水準、思想・信条まで

分析され得る。 

便利さを追求することが何をもたらすのか、深く考えたいと思

います。ある日突然電磁波過敏症になってしまったら、電磁波を

発生させるありとあらゆるもの（ほぼすべての家電）が使えず、

「普通の暮らし」が難しくなります。 

コロナ禍のオンラインの需要の高まりの中、「気にすることがス

トレス」とばかりに考えることを止めてしまいそうになります。

けれども私たちは、「添加物や農薬をなるべく避ける」暮らしを実

践できています。道を歩くときは車に気を付けています。「便利な

ことは良いことばかり？」と問う視点を持ち続け、健康被害を少

しでも軽減するるために①出力の大きさ②被ばく時間③人体との

距離の 3点を少しでも抑える努力をしたいと思います。 

                        （理事 堀） 

スマートフォンの電磁波（磁場：ｍＧ＝ミリガウス）を測ってみました！ 

【堀所有の iPhone（４G）】 

待ち受け 接近 １mGくらい 時々50～100ｍGまで感知する 

15㎝離す ０mGくらいで時々感知する 

ネット検索 

ライン操作時 

接近  2~100ｍGを行ったり 

15㎝離す ほぼ１mGたまに 10mGくらいまで感知する 

発信時 接近 2～100ｍGを行ったり来たり  

15㎝離す ほぼ１ｍＧ  

動画視聴時 接近 ほぼ 1～２mG、時々50mGまで感知する 

15㎝離す ほぼ１mG  

通話中 接近 50～100ｍＧ  

15㎝離す 3～10ｍＧ 

※全国電磁波測定士協会で定める基準値は、「床および 3面の壁面で幹

線からの距離が 60㎝以上の居室で 3mG未満」です。 

 

☆電磁波は電場と磁場の組み合わせで、ｍＧは磁場を表しています。電磁波を発する機器から離れると、測定される電磁波（磁場）が減る

（＝暴露量が減っている）ことが分かります。●パソコンを有線 LANでつなぐ、●携帯電話の通話は、直接耳に当てないように少しでも離

す、●スマートフォンで写真を見る、音楽を聴くなどの時は「機内モード」にする等、日常でできる対策を取り入れてみましょう。 

 

https://www.facebook.com/ohinatamarshe/
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第 13回 定例理事会報告 6月 9日（水） 

 

●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（6月 3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） 5，200 

震災孤児を支援する募金   （910番） 25，900 

「有機農業と国産種子」募金 （920番） 6，800 

合  計 37，900 

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。 
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新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（6月 3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） 5，000 

群馬コロナウイルス対策募金 （861番） 3，900 

茨城誰かのために募金    （862番） 2，000 

合  計 10，900 

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。 
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           加入   脱会   純増  組合員 

           169人  133人  36人   26,238人 
組合員数（5 月 20 日現在）   

よつ葉太陽光発電報告 
○4 月 28 日から年 5 月 27 日（30 日間）の太陽光発電量は、15,897

ｋWｈでした。CO2 削減量は 5,000kg（18L の灯油缶を 211 本

燃焼した量）です。 

 

《報告・協議事項》  

（1） 「種苗への遺伝子操作の表示を求める署名」結果について 

   4 月 12 日～5 月 21 日までの期間取り組みました「種苗へ

の遺伝子操作の表示を求める署名」最終結果、回収枚数

1,143 枚、筆数 2,697 筆となりました。 

組合員みなさまのご協力ありがとうございました。お預か

りした署名は、特定非営利活動法人日本消費者連盟へ送付

させていただきました。 

（2）2021 年度、栃木県総合防災訓練について 

   開催にあたり県から「2021 年度総合防災訓練における留

意点」が示され、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、参加団体に対し「訓練参加の有無・実施内容・人員

等について訓練実施・参加の見送りも含めて慎重な判断」

を求められると共に、「訓連項目の統廃合」「人数の制限」

「車両の制限」などの要請があり、本年度については必要

最小限度の人員、車両による訓練と防災啓発展示への参加

を予定しています。 

日時：8 月 29 日(日)9：00～12：00、場所： 佐野市田沼グ

リーンスポーツセンター 

 

 

（3） ＷＥＢ注文システムのリニューアルについて 

   当初は 6 月に変更を予定していましたが、昨年リニューア

ルを行ったよつ葉のホームページとの一連の動線を見や

すく準備していた経緯もあり、若干遅れることとなりまし

た。 

リニューアルの具体的開始時期は、9 月を予定しています。

その際はホームページ上やよつ葉だよりでお知らせしま

す。 

（4）新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金活用報告に

ついて 

2020 年 4 月(よつ葉生協は 10 月)から始まった、栃木コロ

ナ支え合い基金は多くの組合員から協力をいただいており

ます。4 月 30 日現在の目標金額 1,896 万円、実績 764 万円

(よつ葉 98 万 5,800 円、12.9％)となり、「子どもや家庭を

応援する 13 団体」が支援されております。まだまだ、コロ

ナの終息も見通せません。群馬県、茨城県の助け合い募金

についても、引き続きのご協力をお願いします。 

 

例年ですと 7月下旬から 8月中旬に 2、3回に分け種を 

まきますが、昨年は 7月中は雨が続き、まるで耕すことが 

できず、種まきができませんでした。 

8月始めに播種するも今度はほぼ雨が降りません。2回 

ほど潅水をしても水も足りず、酷暑で発芽限界を超える 

35℃超えとなり、8月 12日にもう一度耕し、2回目の 

種まきをしても同じような状況で、ほぼ発芽しませんでした。 

それでも人参ジュースを楽しみにしている方がいることを思うと諦めきれず、ダメ

元の 3 回目、8 月 30 日に作付けを 5 割ほど増やし、自家採種していた種も

ほぼ底を尽きました。 

この 3 回目の人参がやっと発芽してくれ、思ったよりは順調に生育し、面積を

増やしたにも関わらず例年の 7 割ほどの収量でしたが、なんとかジュースにでき

る最低量を確保できました。 

そのような訳で今季 2 回しかご紹介できず大変残念ですが、来年は頑張りた

いと思います。  

＜ともくさ農園 稲田健＞ 

 

 

今季最終のご案内  

稲田さんの人参ジュース 
 

 

種の採種、草取り作業、そして何より自然界を

相手に毎年奮闘してくださっている稲田さんの人

参ジュースにかける想い。 

来年は豊作を願い、できる限りくららでご紹介できることを

祈ります。 

今年の人参ジュースは 7月 2週が今季最終です。 

元気が出る稲田さんの人参ジュースをぜひご堪能下さい。 

＜商品部 飲料担当 菊地＞ 

 

７月２週 商品番号 500 


