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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◆ 

栃木県 860  

群馬県 861  

茨城県 862 

 

栃木県生協連主催の定期学習会に参加しました（１０/２５オンライン） 
 

パンデミック・SDGｓ・民主主義から世界と日本の進路をめぐる諸論点② 
 

高崎経済大学教授の矢野修一先生による２回目の今回は、資本主義

と格差社会についてのお話でした。 

 

現状では「とてつもない格差の現実」がありますが、ＳＤＧｓ

では理想的な理念が語られています。ＳＤ（サスティナブル・デ

ィベロップメント～持続可能な開発）とは、世代間公平を重視し

た規範概念。『将来世代の必要性を満たすための手段を損なうこ

となく、現在世代の必要性を満たすような開発のあり方』と定義

されており、理想の社会を実現するための地球単位の話です。 

ただし・・・理念は立派だが、政治・経済の問題は山積みです。

フランスの経済学者トマ・ピケティが著書『21 世紀の資本』で明

らかにした通り、「資本主義がうまく機能すれば、格差が広がる」。

過去４０年で格差が拡大し続けています。ＳＤＧｓが掲げる平等

な社会を実現するためには、格差は重要な問題であると教えてい

ただきました。誰の負担で、どのように格差を埋めていけるのか、

大きな課題です。 

 

課題 1. 政府は税金を投入して貧困家庭を救えるのか？  

・例えば、リーマンショックで危機に陥る大企業に対し、税金を

使って国が救済。 

しかし、中小企業や庶民への救済はなかった。 

・平成元年（1989 年）に導入された消費税の当初の目的は、少子

高齢化社会に対応する為という理由。現状では大企業救済のた

めにも流用。 

・現在のコロナ対応の財政措置は、過去最大で世界全体約 1900

兆円。税収・財源が限られる中、これも税金であることを忘れ

てはいけない。 

課題 2．格差縮小のために、 

超富裕層や大企業への課税を増やせるのか？  

・特に大規模収益を誇るＩＴデジタル大手への課税が遅れてい

る。大企業がグローバル化していくことに伴い、誘致のために

各国がグローバル企業に対して税金を優遇している現状。グロ

ーバルな収入の実態把握も難しいが、デジタル課税の導入、最

低法人税率の設定 15％について、136 の国で国際合意。だが、

移行期間は 10 年もある。課税対象は世界の多国籍企業約 80 社

で、約 17 兆円の税収を見込むが、有効な財源とならなければ

意味がなく、この合意がしっかり現実化して効果があるのかを

注視していく必要がある。 

・大企業の内部留保は 484 兆円（9 年連続最高値更新）だが、賃

金デフレは継続。 

・2020 年大企業・富裕層による租税回避額は約 40 兆円。 
 

課題 3. 対ＧＤＰ比で見る税金の使い道  

・防衛費を対ＧＤＰ比 2％目標が自民党公約になっているが、実 

 

現すれば米国・中国に続き、金額上では世界第 3 位の超軍事大国

となる。（現状でも日本は、世界第８位ですでに軍事大国） 

国民である私たちが税金の使い道を監視し、軍事超大国化を防ぐ

こともとても重要である。 

・日本の職業訓練費は対ＧＤＰ比 0.01％。教育への財政支出も先

進国最低。博士号取得も欧米の半分以下。2020 年の内閣府の

調査では、米国では博士課程の学生の 9 割が大学や国から支援

を受けているのに対し、日本は４割弱。 
 

課題 4．広がる格差ついて  

・世界最富裕層 26 人の保有資産＝世界人口の下位半分 38 億人

の資産合計。 

・年収が１億円の人の税率は年収 300 万円の人と同程度。 

・日本における「こどもの貧困」。7 人に 1 人が貧困世帯で暮らす

こども。 

・世界人口の約 40％、約 30 億人は、家に帰っても石鹸で手を洗

う設備がない。 

 

「この国民にして、この政府あり」（トーマス・カーライル）。こ

の言葉からも読み取れるように、私たちの意識はとても重要なも

のであると矢野先生からメッセージを受け取りました。グローバ

ル化が急速に進み、私たちが理解すべき範囲が世界へと広がり、

とても複雑化しています。一つのニュースについても、深く掘り

下げて背景や目的、内容を知ろうと努めなければ、自分達が置か

れている状況をも理解することもできないと感じました。表面的

にニュースを見るだけでは、真意を読み取れないということです。 

社会への疑問点を放置せず、粘り強く調べることも大切だと気

づかせてもらえる勉強会でした。難しい課題ばかりですが、「自分

には関係ないこと」「仕方がないこと」では決してないのです。よ

つ葉生協でも、組合員同士で情報を共有することができ、意見の

交換もすることができます。生活協同組合として皆で共に学び、

活動していける環境を大切にしていきたいと思います。私たちの

暮らしにも密接にかかわる政治・経済のこと、世界の動きから目

を背けず、関心を持ち続けていきたいです。 

（理事 横山） 

矢野修一先生 （オンライン会議のようす） 
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肉の神明・ロイヤルポークの変更について 
茨城県筑西市にある肉の神明のカット工場が、老朽化に伴い閉鎖

されることになりました。 

つきましては、２０２２年１月２週からのロイヤルポークのカッ

ト作業はデイリーフーズ（栃木県下野市）が行うことになります。

パックは旨甘米豚と同様のものになります。 

軌道に乗りましたら、商品のアイテム数は増やしていく予定です。 

〜変更点〜 

① 袋の中の空気が抜いてあるパックになるため、賞味期限が１

０日ほど長くなります。 

② ご案内するアイテム数は７アイテム、１週間４アイテムずつ

のローテーションになります。 

③ 改定後ロイヤルポークの品目と内容量  

➡ すべての商品が 200ｇパックになります 

 

ロイヤルポーク豚小間切 

★ロイヤルポーク赤身豚挽肉★ロイヤル 

ポーク豚モモ赤身スライス★ロイヤル 

ポーク豚バラスライス★ロイヤルポーク

豚ローススライス★ロイヤルポーク 

豚肩ロース生姜焼き用★ロイヤル 

ポークハンバーグ用合挽肉 

 

④ 価格が２〜３割値上げとなります（今までは牧場からカッ

ト、パック詰めまでの一貫生産でしたが、今後は原料豚肉の

仕入れ価格の高騰と、カット作業が委託になるためです）。 

引き続きのご利用、お願いいたします。 

                      

 登録野菜大セット  

 

☆登録野菜セットとは？ 
 

・貴重な有機栽培・化学合成農薬不使用のみの野菜セットです。 

・ご自分の必要な量に合わせて、 

① 小（3品・税込６３０円） 

② 中（５品・税込９８０円） 

③ 大（8品・税込 1490円） の 3セットから選べます。 

・注文時のくらら紙面でお届け予定のお野菜品目のご案内があるの

で、個別で注文する品目と重なる心配もありません。（天候状況によ

っては予定の品目が変更になる場合があります） 

・有機農産物の普及と有機農家さんを、継続して応援できます。 

 

☆利用者の方に聞きました。どんなメリットある？ 

〜利用者の声〜 

・野菜セット大は、くららに載らない、めずらしい野菜がある

ことも。＊ビーツ・ザーサイ（葉）・山東
さんとう

菜
な

（結球していな

い白菜の一種）など 

１２月から、しょうがもセットに入ります。 

・他の野菜を買わなくても、このセットで豊富な栄養が摂れ

ます。 

・野菜セットの野菜は元気！日持ちもします。 

ぜひ、ご登録ください。   

（産直委員会担当理事 針谷） 

 

暮らしの中で電磁波被ばくを減らすには？ 
 

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』 

家庭栄養研究会編 食べもの通信社  よつ葉文庫 No1270 

土や水に触れて、 

身体に帯電した電気を 

放電しましょう。 

・ドライヤーや電気シェーバー

は使う時間を短めに 

 

・電子レンジ使用中は２ｍ以上離れる 

・ＩＨコンロ使用時は、トッププレートの丸い輪を覆う大きな鍋を使う 

・ＩＨ炊飯器は、特に炊き上がり時は離れる 

 

・なるべく有線 LANを使う。ノート

型よりデスクトップが被ばく量が

少ない。ノート型はキーボードを

外付けに 

・ポケットには入れない 

（腰ポケットに入れっぱなしは

睾丸・卵巣を直撃） 

 

・話す時はなるべくイアホンや

内蔵スピーカーを使う 

・寝る時に電源 ON のまま枕元

に置かない 

 

インターネットや電磁波と無縁に生活を送ることはなかなか困難な今日この頃。暮らしの中で少しでも電磁波被ばくを少なくする  

工夫をお伝えします。被ばくを高めるのは①出力の大きさ ②身体までの距離 ③晒される時間です。この 3点に気を付けましょう。 

＼１月２週から／ 
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よつ葉だより No672で、おむすびとみそ汁の具材と作り方を組合員さんから募集したところ、素敵な「我が家の味」が届きましたのでご紹

介します。どれも美味しそうですね！我が家の味に加えてみて下さい。今後も不定期にご紹介します。 

 ～おむすび～ 

理事長さんだったころの冨居会長から教えてもらったものをアレン

ジしています。よつ葉のだしパックの使い終わった中身とお味噌、お

砂糖を混ぜて中に入れて握ります。その時の雰囲気でお醤油を入れ

たり、だしつゆや麺つゆに変えることもありま 

す。だしパックがどんどん消費されるので 

そればかりやっていたら、子どもたちに飽き 

られて食べなくなったので、ほどほどにす 

るようになりましたが(^_^;) 

家族全員大好きなのは、ツナ＋お醤油＋マヨ 

ネーズです。よつ葉の材料で作るとトゲトゲして 

いない、優しい味になるので気に入っています。 

                  （小山委員会 篠原さん） 
 

★冨居会長から★ だしパックの中身の利用を製造業者さんはおす

すめしていません。骨などが入っていますし、袋ごと使用する様に作

られているからです。ただ生活者のもったいない知恵として工夫し

ました。かむ力が弱い幼児や高齢者には不向きです。私は袋を切って

みそ汁に入れています。 

 

～味噌汁～ 

ぼくが４年生で初めて作ったみそしるを紹介します。なべでお

ゆをわかしているあいだに、洗ったキャベツを手でちぎり、なべ

に入れます。そのあと、乾燥わかめをなべに 

直接「パラパラ」と入れます。次に、みそを 

こして、入れたら、でき上がりです。 

今でも、僕の定番です。おいしさの 

秘密は、母のみそです！！ 

（矢板地区 郡司さん） 

 

今私がはまっているものは、夏に収穫して 

冷凍庫に入っているミニトマトを使った 

トマトとさつまいものみそ汁です。水に冷凍 

トマトをつけるとすぐに皮がむけて、大きければいくつかにカ

ット、お味噌の旨みが増して美味しいです。 

（文化委員会 鈴木さん） 

 

我が家のおむすび 我が家のみそ汁① 

リレーコラム：逢えなくても繋がってるよ、よつ葉のわ！～繋ごう心の絆～  投稿者募集中❕❕❕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合員番号 〇〇〇〇〇 

組合員名 〇〇〇〇 

 

逢えなくても繋がってるよ、よつ葉のわ！コラム原稿 

 

(〇〇地区の〇〇さんからバトンを受け取りました。) 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

（〇〇地区 〇〇） 

〇〇地区の〇〇さんにバトンを繋ぎます。 

原稿記入例 

新企画、リレーコラムのお知らせです。 

今年度の組合員活動テーマ「逢えなくても繋がってるよ、

よつ葉のわ！～繋ごう心の絆～」に沿って、「暮らしを楽し

む」コラムをリレー方式で続けていきます。 

コラムを書いた人が次に書く人を組合員さんの中から指名

して、その人からまた次の人へとバトンを繋いで、来年の

3月まで、つながるか❤よつ葉の輪を広げましょう。 

テーマは暮らしを楽しむ好きなこと何でも！例えば庭で育

てるおすすめの野菜果物や花、リユースしている事や物、

手抜きしたい時のおすすめ商品、我が家の可愛いペット

等々。 

最初のバトンを受けてくれる方、大募集中です！ぜひよつ

葉だよりまで原稿をお寄せください。次は誰だろう？とワ

クワクが止まりません。お待ちしています。 

 

※掲載は不定期となります。 

※目安として 300字～600字程度。写真やイラスト付きも歓迎です。 

※地区名とお名前（苗字のみ）を掲載させていただきます。 

※次にバトンを渡せる方がいらっしゃれば、ご本人にご確認のうえ、地区・お名前を投稿文に添えてください。（よつ葉だ

より紙面には掲載しません。） 

※紙に書いて配送担当者にお渡しいただくか、よつ葉だよりのアドレスへメールでお送りください。 

yotsubadayori@yahoo.co.jp                               （よつ葉だより委員会） 

 

 

この部分が掲載されます 

mailto:yotsubadayori@yahoo.co.jp



