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高橋徳治商店

2022 年 3 月 7 日＜NO.688＞

高橋英雄社長の東日本大震災からの記録が本になりました。
あの日、何が起きたのか！
あの日から どう生きたのか！
抗い続けて今を生きる！

『抗う

締切り
３月 18 日（金）

3.11 私への遺言』A５判 192 ページ

制作・発行者
経費協力費

「抗う

3.11 私への遺言」発行委員会

一冊 900 円

※この本は、印刷製本経費以外は全てボランティア、無償でつくられました。皆さんから集ま
ったお金で経費を差し引いた後は、高橋徳治商店の野菜加工場の運営に役立てられます。
◆購入を希望される方
4 ページの申込書にご記入の上、切り取って配送便でご提出ください。ご希望多数の場合は
抽選になりますが、いずれの場合も後日お手紙でご連絡いたします。
※お届けは、2～３週間後になります。経費協力費は、後日引き落としになります。
※お預かりした経費協力費は、全額を発行委員会へ送金させていただきます。

とちぎ食の安全ネットワーク学習会

化学物質が子どもの健康に及ぼす影響を考える～ネオニコチノイド系農薬を中心に～
2 月 3 日、宇都宮大学名誉教授の宇田靖先生を講師にお招きし、
表題の学習会が開かれました。近年膨大な研究論文や報告書によ
って次々と明らかにされている、ネオニコチノイド系農薬の子ど
もの健康への影響について解説していただきました。

死が起きて数分以内に殺虫する。
・ 浸透移行性・残効性（減農薬栽培に多用）
・水溶性（河川、水
路の生物多様性の激減）
・ 殺菌剤と混合使用するとミツバチへの毒性が 1000 倍にな
るとの報告がある。
（2018 年 安全工学 57 巻 2 号）

子どもと化学物質をめぐる状況
・ 2012 年に世界で工業生産された化学物質は 7000 万ｔ。5
年後の 2017 年には 1 億 3000 万ｔに倍増。
・ 乳幼児及び児童の農薬感受性は大人よりも高レベルの暴露を
受ける可能性がある。発達中の中枢神経系や免疫系などの複
雑な制御システムは、農薬などの化学物質によって破壊され
る可能性がある。
（1993 年 全米研究評議会）
・ 最も生産量の多い化学物質 3000 種のうち、発達中の脳への

覆された、ネオニコチノイド系農薬の「安全性」
・ 脊椎動物は昆虫と異なり、アセチルコイン受容体の数が少な
いため影響は少なく、安全であるとされてきた。しかし、
2016 年以降、この説に反する研究報告が続出している。
・ 胎児期・授乳期に母体にネオニコチノイド系農薬を投与され
たマウスの、日本の研究論文 4 本紹介（2016 年、2018 年、
2018 年、2021 年）
。神経発達毒性を示唆し、攻撃性・衝

影響について試験し評価されたものは 12 種のみ。

動性の増加、不安行動の低下あるいは増加など、行動異常を

（2002 年 発達・行動小児科学会誌）

引き起こす可能性が示された。

・ 2002 年～2006 年に妊婦だった 287 人の尿中の殺虫剤濃
度と、生まれた子どもが 6 歳になった時の尿中の殺虫剤濃度
及び社会的行動異常（鬱・不安・攻撃性）に関連がみられた。
（2017 年 フランスレンヌ大学病院）
・ この 10～15 年で、
「通級指導教室」に通う児童生徒数は、
小学生で 2～3 倍、中学生で 5～16 倍となっている。ADHD
は 6 倍、学習障害は 5 倍、自閉症は 3 倍。
（2019 年文科省
調査）
ネオニコチノイド系農薬の問題
・ 2000 年代の 20 年間で、グリフォサートに次ぐ使用量と使
用頻度の高い農薬となり、すでに耐性昆虫の修験も見られる。
・ ミツバチ大量死の原因とされ、EU では 2013 年以降規制へ。
日本は逆行し 2015 年以降残留基準の緩和へ。
神経毒性：昆虫の、神経伝達物質であるアセチルコインの受
容体に結合し、神経伝達回路の過度の活性化による神経細胞

発達神経毒性・免疫毒性の健康影響評価の導入を
・ 農薬などの化学物質は、通常毒性・遺伝毒性・発がん性など
の指標で健康影響評価が行われ、その結果に基づいて 1 日摂
取許容量などが定められているが、子どもの発達神経毒性に
ついては指標になく、評価されていない。早急な評価の導入
の必要性が指摘されている。
以前から指摘されている危険性が次々と実証されている状況が
分かりました。よつ葉生協では、主食であるお米については 2013
年から「くらら」で扱うものはすべて、ネオニコチノイド系農薬
不使用です。野菜や果物でも生産者の生活を守りながらネオニコ
フリーの農産物を増やせるように、リンゴのオーナー制度を始め
とした取り組みを続けています。今後も全国の友好生協と共に脱
ネオニコ社会に向けて力を注いでいきます。
（まとめ 理事 堀）
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ふみさんの

オーガニックフードマイスター、調理師 発酵食品を使ったおや
つ“日々のお菓子”製造、助産院でのごはん作り等でも活動中！
＜理事 薄井史子 よつ葉サークル「なす子育ちの会」代表＞

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～
小山地区松本さんからバトンを渡されました。

よつ葉生協の皆さん、いつもお世話になっております。よつ葉だ

今年は人生初めて『すみつかれ』（実家の辺りではす

より、いつも興味深く読ませて頂いております。不勉強な私はよつ

みつかれといいます）を作りました。特に覚えなくても

葉だよりで初めて知ることも多く、とても勉強になっています。夏

今は売っているし、検索すればすぐレシピは出てくると

休みには、長男の宿題（作文）の参考にもさせていただきました。

思っていました。同時に実家のすみつかれが一番おいし

さて、下野地区の山本さんからバトンを受け取りましたので、私
が最近ハマっていることを一つ書きたいと思います。それは、発酵

いと思っていました。
最近、動くことが不自由になってきた母。今きちんと

あんこです。発酵あんこの作り方はいくつか見聞きしたのですが、

教えてもらっておかないと後悔してしまうと思いまし

最近試したジッパー付き袋と炊飯器で作る方法が手軽で、温度や

た。材料を実家に持って行き、母に一つ一つ聞いて見て

水分の管理が簡単で良かったです。よつ葉生協の米こうじと蒸し

もらって作りました。動けませんが、私に作り方を伝え

小豆を使います。米こうじを水で戻し、蒸小豆と一緒にジッパー付

ている母は久しぶりに生き生きしていました。いつもな

きの袋に入れよく混ぜて、袋の空気を抜いたら炊飯器に 50～60 度

ら食べない娘がめずらしく食べてみようかなと。いつか

のお湯を張りドボン。炊飯器を保温モードにし湯煎で８時間、時々

私も娘に作り方を聞かれたときに伝えられるように季

温度をチェックしたり、袋を出して、軽く揉むだけという手軽さ

節には作っていこうと思いました。

で、いくらでも食べられそうな優しい甘さの発酵あんこの完成で

丹野さんの秋鮭半身

すみつかれにすると塩

す。お弁当用カップに小分けして冷凍し、前の晩に冷蔵庫に移して

加減が丁度よかったです。（目安として大根 2 本に鮭の

解凍して食べています。しばらく続けて発酵食品のパワーで腸活

頭と切り身 2 切れ使用しました）

効果を期待したいと思っています。

山漬け

結城地区

今川

つくば地区

馬田
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第 8 回 定例理事会報告２月９日（水）
《報告・協議事項》
（1）

2022 年度供給計画（案）について

② 新年度の委員会活動について(報告書等は紙媒体から

2021 年度供給計画を作成時は、コロナ禍で社会情勢や経済
動向の先行きが不透明なこともあり給計画は抑えて設定しまし

メールへ変更)
③ 本部主催組合員活動(ホームページからのイベント申

たが、2022 年度はよつ葉生協 40 周年の節目でもあるため、

込みを明確にしました)

相次ぐ商品価格の値上がりや物流経費、人件費の増加を考慮

④ 各委員会からの報告

し、2021 年度供給実績見込みの 100.2％で計画しました。

⑤ 商品取扱い基準書委員会経過報告

（2）第 28 回、29 回危機管理委員会議事録より
“第 6 波”は感染者増加のスピードが速く、不要不急の外出

●1 月度事業実積

や会食など自粛を職員・社員に周知しました。また、新た
に感染予防対策として、昼食休憩の人数制限を設け、休憩

26,478 名（1 月 20 日現在 前年比 101.4％）
組合員数

時間も分散する対応を追加しました。ワクチンの 3 回目接
種については、これまで通り本人の自由意志を尊重する。

供給高

加入 68 名 脱会 86 名
359，613 千円（前年比 96％）
2021 年 4 月～累計 3，727，320 千円（前年比 97.3％）

また、濃厚接触者の待機期間変更など随時、内部回覧し全
体で取組みます。

よつ葉太陽光発電報告

（3）組合員活動報告

○2021 年 12 月 27 日から 2022 年 1 月 26 日（31 日間）の太陽光

① 新年度の委員会募集について

発電量は、11,536ｋWｈでした。CO2 削減量は 3,628kg（18L
の灯油缶を 153 本燃焼した量）です。

文化イベント情報

■各イベントのお問い合わせは、
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、

直接主催者または連絡先にお願いいたします。

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

伊勢崎
●イベント 鈴木亘弘先生講演会
●日 時
３月 26 日（土）13：30～16：10（開場 13：00）
●会 場
伊勢崎市境総合文化センター 1 階大会議室
（群馬県伊勢崎市境木島 818）

●参加費
●内 容

●問合せ
●主 催

TEL0270-76-2222
会場参加 3000 円
YouTube 限定配信（後日）2000 円
第一部 鈴木亘弘先生講演会「農業消滅の話」
第二部 鈴木亘弘先生×堀越けいにんさん（前衆議院
議員、作業療法士、天台宗僧侶）×未来をつくる給食
♡FFC ぐんまメンバー
kamesan.yo.2188＠gmail.com（亀井）
群馬自然栽培農学校 太田お米づくりゆい

☆コロナ感染対策により「氏名.連絡先」の提出をお願いします。
☆コロナ感染対策により、当日の体温検知と消毒にご協力をお願いします。
☆コロナの情勢を踏まえて、延期または中止する場合もあります。

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。

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（2 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
（860 番）

7，600

群馬コロナウイルス対策募金 （861 番）

5，000

茨城誰かのために募金

2，200

栃木コロナ支えあい基金

合

（862 番）

14，800

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（2 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

（910 番）

19，800

「有機農業と国産種子」募金 （920 番）

11，200

震災孤児を支援する募金

合

地区
班コード

(単位：円)

6，100

放射能から子どもを守る募金 （900 番）

『抗う 3.11 私への遺言』購入申込書

(単位：円)

37，100

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・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。

地区名
班名

●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

組合員番号

HP https://yotsubacoop.jp/

メールアドレスが変わりました。

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yotsuba-coop.jp

Instagram

氏名

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Facebook

電話番号

