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よつ葉生協のはちみつは安心してご利用ください。
EU

0.05ppm

ニュージーランド

0.1ppm

カナダ

0.1ppm

日本

0.01ppm

週刊誌で、輸入されたはちみつからグリホサート(除草剤)が基準

グリホサート（商品名はラウ

値を超えて検出されたことが報じられました。
「よつ葉生協のはち

ンドアップなど）は、日本は原

みつは大丈夫ですか?」と問い合わせをいただきました。よつ葉生

則として農産物の栽培中に直接

協は該当する産地から輸入している藤井養蜂場に問い合わせまし

散布することはできません。

た。今回発表された基準値を超えた内容は、カナダ産は 0.03ppm、

田畑の周りの除草に使うことはあります。何故日本が、残留基準

アルゼンチン産は 0.05ppm(1 ㎏中)ですが、現在よつ葉生協では、

が厳しい EU より基準が厳しいのかというと、日本で農薬のポジ

海外からの輸入元は藤井養蜂場でアルゼンチン産とミャンマー産

ティブリスト制度が平成 18 年から定められたからです。農産物に

です。国内産は島田養蜂園と藤井養蜂場です。他に外国産はオー

ついては使用農薬が決められ、
（例：トマトに使ってよい農薬は〇

ガニックの物も扱っています。

〇と〇〇）それ以外は使用することが出来ません。使ってよい農

報道されたカナダ産は、数量

薬について残留基準値が設けられました。一方、使用してよい農

不足もあり取り扱っていません。

薬が定められていない農産物や食品類は、0.01ppm（1 ㎏中）の一

蜂蜜のグリホサート残留基準値

律基準が設けられました。はちみつは、この食品類にあたり、グリ
検査結果は不検出
よつ葉生協が取り扱っているアルゼンチン産、ミャンマー産も、

ホサートの基準値は 0.01ppm となります。
今回基準を超えてグリホサートが検出されたのは、グリホサー

下限値 0.01ppm で検出されていません。(2021.3/2021.8 山口県食

トを使用している農場や牧場の近くに巣箱を置いたためと言われ

品環境検査センター)

ています。樹木の花（アカシアやリンゴなどの果実）は除草剤の影

「検査方法は、全ドラム缶からサンプルを抽出して混ぜ、検査、

響を受けづらいと思います。

不検出であればそのまま受け入れます。もし、農薬が検出されれ

国内産のはちみつについては、巣箱の設置場所の確認を取って

ば、細かくグループ分けし、ドラム缶の特定をします。検出された

います。今後も各々の養蜂場と連携し、安全を守っていきます。
（会長・冨居）

ものは返品若しくは廃棄します。
」

ゲノム編集マダイの流通が始まります
京都大学と近畿大学の共同研究で誕生した、ゲノム編集による

い今、経済成長の為に

肉厚のマダイ（22 世紀鯛：筋肉の発達を抑える遺伝子を破壊し、

安全性と環境負荷を軽

通常のマダイと比べて可食部が 1.2 倍）について、厚生労働省の

視するという過ちを、

専門調査会は安全性を確認したとして、従来の品種改良と同等と

私たちはまた繰り返す

みなし、販売と流通を届け出のみで認めることを 9 月 17 日に了承

のでしょうか?

しました。
（9 月 18 日下野新聞）
ゲノム編集食品の流通が認められたのは国内で高 GABA トマト

よつ葉生協はゲノム

に続いて 2 例目で、こちらは先月から一般向けの販売が始まって

編集食品を扱わない方

います。現在開発が進められているゲノム編集の「おとなしいマ

針ですが、無表示での

グロ」や「高機能稲」は、国の経済成長戦略の柱の一つ「戦略的イ

流通が進めば、特に加

ノベーション創造プログラム」の国家プロジェクトの一環として、

工品の原材料の確認は

多額の研究費が国から投じられています。様々なゲノム編集食品

不可能になります。ゲノム編集苗の流通が無表示のまま進めば、

があたり前にスーパーに並ぶ日は近そうです。

農産物も避けられません。残念ながら一生協の努力でどうにかな

通常のマダイ（写真上）と「ゲノム編集」の
肉厚なマダイ：画像：近畿大・京都大

ることではありません。そこで他生協や消費者団体とともに、ゲ
政府はゲノム編集技術について、環境影響評価も、食品として

ノム編集技術の食品への使用に反対し、表示の義務化を求める署

の安全性評価も、表示も不要としています。しかし、ゲノム編集は

名活動にも取り組んできました。
（第１次集約（6/30）約 63,000 筆、

遺伝子組み換え技術と同様に、将来にわたって地球環境に与える

内よつ葉生協からは 2859 筆(6/18)集まりました。）しかし、要望は

影響が不確かであるばかりでなく、様々な危険性が多くの科学者

聞き遂げられないままです。そのような中、ゲノム編集でないこ

によって指摘されています。例をあげれば、狙っていない遺伝子

とを表示する民間認証プロジェクト「ＯＫシード」も始まってお

も破壊されることによる影響や、特定の遺伝子を破壊するために

り、よつ葉だより No.665 でも取り上げました。

挿入される細菌の遺伝子が残留する例、新たなアレルギーを引き
起こす可能性も指摘されています。
気候変動をはじめとする様々な末期的な課題を抱え、世界中が
地球と人類の存続をかけて「SDGｓ」に取り組まなくてはならな

消費者の関心の有無が、食の安全が守られるか否かに大きくか
かわります。安心・安全な食べ物を求めてよつ葉生協を利用する
組合員が「くらら」でゲノム編集でない商品を選び続けられるよ
うに、努力を続けます。

（理事 堀）
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よつ葉だより

2021 冬ギフト

３

今年もご利用ください！

今週からご案内が始まります～11 月 26 日まで受付
11 月 12 日までお申し込みは、5％割引です！
早割（5％引き）11 月 3 週注文（受付 11 月 8 日～12 日）
お届け 11 月 29 日～12 月 3 日 ※商品によっては、お届け日が異なる
ことがあります。詳しくは、2021 冬ギフト保存版を確認してください。

11 月 26 日まで受け付けています！
通常受付 11 月 4 週（受付 11 月 15 日～19 日）
12 月 1 週（受付 11 月 22 日～26 日）こちらで最終締め切りです！
遠くにいる親戚や友人と、会えない日がまだまだ続いています。こんなときこそ、よつ葉生協のこだわりギフトで日ごろの感謝の気持ち
を伝えてみませんか？安心な素材、いつもの産地からの直送ギフトなど、商品が盛りだくさんです。11 月 3 週くららの後ろにある「
【保存
版】2021 冬ギフト」のページで、じっくり選んでください。ご自宅用に利用されてもよいと思います！昨年利用して良かった商品を、商品
評価・産直委員会に関わる理事に聞いてみました！
無茶々園の温州みかん 264002

茂木の元気野菜セット 264011

ネオニコ不使用で安心、美味しいみかんを
大切な人に。見栄え

毎年自宅用に購入し

（理事 三輪）
4 種のお餅セット 264013
（庄内協同ファーム）

て、近くに住む両親と

どの種類もそれぞれに美

が良くない

分けっこします。生産

味しいセット。個人的には

ものもあり

者さんのお手紙が入っ

玄米切りもちが好きです。

ますがとて

ていてとても嬉しいで

常温保存なので、ギフトで

す。今年は親戚に贈ろうと思っています。

気兼ねなく贈れます。たくさん入っているの

も美味しいです。

で、お得感あるギフトだと思います。
贈答用みんなの餃子 264027
何人かに送りましたが、

オリーブオイル 3 種セット 264028
昨年からご案内が始まりました。オリーブ

無茶々園の柑橘ジュースセット 264030
3 種類一本ずつ入っているの

みなさん「おいしい！」

オイル好きな方に

とか「買いたい！」

貴重なこの国産

で、近所に住む親戚と分け合っ

とか嬉しいお返事を

オリーブ油セット

ています。果汁 100％ストレー

もらいます。今年も

を送ったら、とて

トジュースは文句なしに美味し

贈りたいです。

も喜ばれました。

いです。パッケージも素敵です。

よつ葉のこだわり調味料冬セット 264207

廣八堂くず湯詰合せ 264217

お年賀にも、お世話になった方にちょこっ

キレイなパッケージ

とお渡ししたい時の

に入っているので、

ためにも、買ってお

1 回 1 回テンション

くと便利なので毎回

が上がります。温ま

注文しています。

るので、冬に嬉しい
と喜ばれました。

クッキー詰合せ（マリーレン）264224
シンプルな材料なの
に素材がよく、味も
素朴なクッキー
です。ちょっと

6 月の森ブルーベリーチーズケーキ 264222
家族中で安心
して食べられて
しかもとても美
味しいチーズケ
ーキ。年に一度の
ぜいたくで注文しました！

大麦ダクワーズギフト 264230
年末年始の手土産に、毎年とても喜ばれて
います。地元
栃木の銘菓で
おすすめです。

したお使い物に

早 割 で家 計に も
嬉しい♪
お申込み
お忘れなく！

も重宝します。

今回初めてご案内するのは以下の 8 商品です。※全てメーカー・生産者からの宅配便でのお届けです※
戸崎農園有機ほしいもセット・古代れんこん・鎌倉ハム ロースハム焼豚 2 点セット・静岡県産長蒲焼 3 パック・完全ワラ焼き鰹タタキ
「龍馬タタキ」2 節セット・天然ふぐちりセット・栃木の地酒飲み比べセット・カタラーナ
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第 4 回定例理事会報告 10 月 13 日（水）
《報告・協議事項》
（1）令和 3 年 8 月大雨災害支援募金について

（3）各委員会の設置について
①よつ葉だより企画委員会

9 月 6 日(月)～9 月 24 日(金)まで取り組みました「令和 3

月 1 回程度の活動、課題や取り上げたい内容などを洗い

年 8 月大雨災害支援募金」は、

出して、今後の編集に反映する。

総額 1,015,600 円（募金人数 1,590 名）となりました。

しばらくは理事で、毎週の編集作業と分けて検討してい

ご協力ありがとうございました。

きます。

お預かりした募金は、日本生活協同組合連合会にて集約

②オンライン委員会

し、被災地の自治体へのお届けや、 被災者復興支援へ活用さ

オンライン活動に特化した専門委員会としての位置づ

せていただきます。

け。活動は原則月 1 回。対面活動が再開されても、オン

（2）第 20 回全国菜の花サミット in 小山について

ライン企画の需要や各委員会活動へのサポート需要が

全国各地の「菜の花プロジェクト」が一堂に集い、日本全国

あると思われます。準備ができ次第よつ葉だよりで募集

各地の事例報告、情報交換により各々の知識を共有し、その

をします。

知見を「サミット宣言」として全国（世界）に発信し、人と自
然が共生した、循環型社会の形成、持続可能な社会の実現を

●８月度事業実積
26,262 名
（9 月 20 日現在 前年比 101.9％）

目指すため、2001 年に滋賀県高島市で始まったサミットで、

加入 129 名

これまで 19 回にわたって開催されてきました。小山市では 12

367,034 千円（前年比 101.4％）

月 11 日(土)、12 日(日)に以下を目的として「全国菜の花サミ
ット」を開催されます。よつ葉生協も参加します。

脱会 233 名

供給高

2021 年 4 月～累計 2,230,888 千円
（前年比 96.6％）

①これまで全国各地で取り組んできた、菜の花(遊休農地や未
利用地への菜の花栽培、菜種油製造等)バイオマス、BDF(バ
イオディーゼル燃料)などの事業についての事例報告・情報
交換を行なうこと
②ラムサール条約湿地「渡良瀬遊水地」に定着した、湿地生
態系の頂点に立つコウノトリと共に生きていく社会を一つ
のモデルとして、これから取り組むべき持続可能なまちづ
くりの方向性を示すこと

よつ葉太陽光発電報告
○8 月 27 日から年 9 月 28 日（33 日間）の太陽光発電量は、
14,309ｋWｈでした。CO2 削減量は 4,500kg（18L の灯油缶
を 189 本燃焼した量）です。

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 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
（860 番）

7，900

群馬コロナウイルス対策募金 （861 番）

2，900

茨城誰かのために募金

2，100

栃木コロナ支えあい基金

【お詫び】
よつ葉だより 10 月 25 日号 NO.673 3 ページ
「くらら 11 月 2 週は、クリスマス商品＆おせち直送早割をご案内！」
で注文番号に誤りがありました。
＊（直送）自然派おせち 大松食品（ムソー）
（誤）729～744 → （正）725～728

合

（862 番）

12，900

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 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

＊くらら 11 月 2 週 729～743 の商品はおせち特別号でのご案内
はありません。（正）729～744
訂正してお詫びいたします。

※「今回のみのご案内です」と記載のある 729～744 の商品は 1 回
限りのご案内となりますので、ご注文忘れにご注意ください。
※（直送）自然派おせち 725～728 のみ「おせち特別号」でもご案内
致します。

(単位：円)

5，100

放射能から子どもを守る募金 （900 番）
（910 番）

18，300

「有機農業と国産種子」募金 （920 番）

8，600

震災孤児を支援する募金

合

※11 月 2 週ご注文のおせちが早割の対象となります。

(単位：円)

32，000

計

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。

●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

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。

Instagram

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

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Facebook

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、

