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栃木県連学習会 改めて考える“環境的に持続可能な社会”への道 

～ストックホルムから 50年、リオから 30年を振り返って～  

2月 28日  寺西俊一氏 

 「人間環境に関する国際会議」1972年＠ストックホルム 

◆史上初の環境問題に関する国際会議。114か国が参加し「人間環

境宣言」「環境国際行動計画」を採択。 

 

「環境と開発に関する国連会議」1992年＠リオデジャネイロ 

◆環境的に持続可能な社会の実現: SDの理念のもと 172か国が参

加。 

◆地球規模での環境保全へ歴史的な出発点。 

◆「環境と開発に関するリオ宣言」「行動計画アジェンダ 21 」「気

候変動枠組み条約」「生物多様性条約」を採択。 

 

日本…水俣病、四日市ぜんそく、イタイイタイ病等の汚染被害を経て 

◆市民と研究者と法律家による公害訴訟など粘り強い運動 

◆基本的な公害対策が、汚染発生責任の追及や被害の補償・救済・

防止にかかわる費用負担ルールを確立。特に大気汚染や水質汚

染に関して、「個別濃度規制」に代わり「総量規制」が採用され

たことは、前進。（福島第一原発の“海水で希釈して流す”汚染

水海洋放出は、この規制に逆行する。） 

 

2000年代以降、低迷と後退が続く環境保全への取り組み 

◆2000年に国連で「ミレニアム開発目標（MDGｓ）」を宣言。 

・同時多発テロ、米軍によるイラクへの武力侵攻、リーマンショッ

ク、世界経済の沈滞化などの中、国際的な環境保全への取り組み

は低迷と後退が続く。 

・2015年国連で「SDGｓ」が採択されるも、大気汚染など従来型

の公害・環境被害の“繰り返し”＆“新たな拡大”。（中国、タイ、 

 

インド等。2019年大気汚染死亡者数は 667万人） 

 

犯罪的な公害・環境破壊の新たな広がり 

・2004 年～ベトナム枯葉剤被害者協会が、枯葉剤を製造した米国

化学会社 37社に対して、被害の救済と補償を求めて集団訴訟を

起こす。2009年米国最高裁で却下。 

・2013 年 沖縄のサッカー場改修工事現場で枯葉剤の不法投棄が

見つかるが地位協定により米軍は跡地浄化の責任を免除、また、

汚染の内容などの情報も公開せず。 

・2021年 沖縄での米軍の汚染水放出が明らかに。 

・辺野古、軟弱基盤の調査が不十分なまま基地建設工事が続く。 

 

環境から軍事を問い直す時代へ 私たちに求められていること 

先生のお話を聞いて、この 50 年、人類は環境保全のための枠組

みの構築に努力してきたこと、しかし往々にして、力を持つ人たち

の「目先の利益」に勝てず、せっかくの枠組みが十分に機能しなか

ったことを実感しました。最大の環境破壊、戦争への“備え”を止

めないこともその一つです。戦争が無くならない理由を考えると、

やはりそこには利益を追求する経済の目先の利益があり、それは私

たちの生活ともつながっていると思います。 

環境と命・人権を守ることは地続き。対極はお金と権力を貪るこ

と、その極みが、最大の環境破壊・人権侵害である戦争。環境と命・

人権を守る分かち合いの経済と社会の在り方を、一人ひとりの市民

が自分の生活とつなげて考える必要を感じます。そして生産者と消

費者が顔の見えるつながりを持ち、分かち合い・助け合いの精神で

成り立つ「生協」が、一つの答えを示してくれていると思います。 

（理事 堀） 

 日本生活協同組合連合会（日生協）と沖縄県生協連は、沖縄県内の戦跡や基地を巡る活動を

毎年行っています。生協の組合員が沖縄戦の実相、基地問題など学び、平和について考える機会で

す。今は現地視察が難しいため、昨年からオンライン参加の機会が設けられました。3 月 25 日に開かれ

た学習講演会では、全国の組合員や関係者が多く参加しました。 

 第 39回の今年は、以下の方が登壇しました（紹介文は特設サイトからの引用）。 

①琉球大学教育学部教授山口剛史さん 小学校・中学校の教員養成に携わりながら平和学習の出

前授業などを実施。 

②平良啓子さん 1944 年国民学校 4 年生（9 歳）の時に疎開のため対馬丸に乗船し、米国潜水

艦の魚雷により沈没。6日間の漂流の後、奄美黄島の無人島に流れ着き一命を取りとめる。終戦後

は小学校教師となり、退職後も平和問題に関する講演活動を続ける。 

③全国大学生協連合会学生委員会 「自分事」として平和を考えるための平和プログラムを実施。 

唯一の地上戦となった沖縄で起こったこと、語られる言葉、平和への思いは、今のウクライナが置かれ

ている惨状と重なります。若い世代でも受け継ぐ意志をもって活動している人がたくさんいることも感じまし

た。この学習会は見逃し配信されます（準備中）が、戦跡や基地の学習動画は見ることができます。 

 生協は、全国の仲間と一緒に平和運動を続けてきました。この機会に視聴してみませんか？ 

特設サイト URL https://peace.jccu.coop/39thokinawa 

＊特設サイトではガイド動画や学習資料を見ることができます             （理事長 三輪） 

 

「ピースアクション in オキナワ」ご案内 
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☆(サバ缶を使って)カンタンサバそぼろ！ 

1.玉ねぎのみじん切り(2 分の 1)を炒める。 

2.人参、きのこ類、ピーマンなど好みの野菜も(玉ねぎと同量ほど)

みじん切りにして一緒に炒める。 

3.サバ缶を開け、まず箸で身だけ取り出して 2 に加えてほぐしな

がら炒め合わせる。 

4.缶に残った汁を加え、汁が 

なくなるまで煮切る。 

 

味はサバ缶の塩気だけなので、 

手軽にできると思います。 

ごはんがすすむそぼろです♪ 

 

 

☆サバ缶カレー 

お肉の代わりにサバ缶を投入！（ツナ缶もおススメです。） 

 

☆ちらし寿司に、手作りでんぶ  
サバの水煮缶を汁ごとプライパンに入れ、なべ底に汁気が見えな

くなる（サバには水分がしっか

り残っている状態）まで炒る。砂  

糖（粗製糖）を、１缶に対して

大さじ 4 程度入れ、甘みがし

っかりついたら塩を小さじ 3

分の 1から 2分の 1程度入れ、

味を調える。さらに炒って水

分を飛ばし、ふわふわのでん

ぶになったら出来上がり。 

ちらし寿司には、紅しょうが

のみじん切りをでんぶの上に

トッピングするとさらにおい

しいです。 

 

かんたん!おいしい！便利！  

サバ缶おススメレシピ 
 

☆鯖納豆うどん・パスタ 

納豆 1パックはよく混ぜてか 

らたれを絡めて麺に載せます。 

サバ缶 

（半分） 

はサバを盛り 

付けてから汁も 

活用します。 

ねぎはお好みで。一味唐辛子か、

黒コショウか、柚子胡椒をちょ

っと乗せてみても⁈ 

 

 

☆鯖缶サンド 

パンにマヨネーズを塗って、サバ缶

しょうゆ味とキャベツの千切りで

サンドイッチに！ 

 

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～ 

初めに、コロナ禍において、よつ葉生協さんの宅配に、心支えられています。大変な状況下でも変わらず

の配達をありがとうございます。 

今回、太田市の斎藤さんよりバトンを受け取りました。 

最近、納豆作りを楽しんでいますので、それを紹介させていただきます。1昨年より、大豆を育てて、 

お味噌を仕込んでいるのですが、今年は、残った大豆で納豆を作ってみることにしました。 

ネット検索すると、色々な作り方が載っています。その中から 3つの方法を試してみました。 

1、市販の納豆を使う 

2、納豆菌の粉末を使う 

3、稲藁を使う 

大豆は、灯油のストーブで煮て、保温は、酵素玄米の保温ジャーを利用しています。それぞれ、個性的な

納豆になりました。 

1、よつ葉生協さんの岩室納豆のファンなので、その納豆から作ったものは親しみのある味と香りで食べや 

  すいです。 

2、納豆菌粉末は、製品により違いがあると思います。今回利用した物は、香りが強く好き嫌いが分かれ 

  そうです。我が家では、これも美味しくいただきました。 

3、自宅の稲藁だけで出来る事に感動です。ほんのり藁の香りがして、味も優しい仕上がりです。 

  大豆が終わるまで、もうしばらく自家製納豆を楽しもうと思います。 

（伊勢崎地区竹澤美知代） 

 

４月４週くらら 673 さば水煮缶  674 さば味付(醤油味)缶 
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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。 

共 通 申 込 書 

 

希望する行事名に □ してください 

□開運 古河 七福神巡り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員コード       氏  名 

住  所 

連絡のつきやすい電話番号☎ 

参加人数 （大人）組合員    人※同居の家族は組合員に含みます 

（大人）組合員以外  人 

     （小・中学生）    人  歳  歳  歳 

     （未就学児）     人  歳  歳  歳 

参加者のアレルギー  無・有（           ） 

 
託児：６カ月以上のお子様から   人  歳  歳  歳  歳 

お子さんのアレルギー 無・有（           ） 

 
備考欄  

 

 

 

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（11月 5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） 18，800 

「有機農業と国産種子」募金 （920番） 7，900 

合  計 31，900 

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・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。 

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（3月 5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） 5，700 

群馬コロナウイルス対策募金 （861番） 4，300 

茨城誰かのために募金    （862番） 2，200 

合  計 12，200 

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。 

●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 https://yotsubacoop.jp/ 

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yotsuba-coop.jp 
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メールアドレスが変わりました。 

参加してみませんか      P4 の共通申込書でお申込みください。ただし申し込み多数の場合抽選になります。 

 

古 河 

開運 古河 七福神巡り 
「七つの災難を除き」「七つの幸福を授かる」七福神めぐり。 

ボランティアガイドさんと一緒に歴史と伝統の街古河を歩 

きませんか？ 

日 時：5月 17日（火）10：00～12：00（受付 9：50～） 

集 合：古河駅構内、古河市観光案内所前 

 

参加費：無 料     定 員：10名 

託 児：な し 

締切日：5月 6日（金） 

主 催：文化委員会 

問合せ：よつ葉生協 組合員活動室 中村  

    TEL 0120-07-1613 

＊詳しくはお手紙でご案内します。 

 

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。 

古 河 

●タイトル 古河自然育児の会「よちよちクラブ」 
●会 場  古河福祉の森会館 2F 和室 

●会 費  会員 月 400円 一般 800円 ※初回見学無料 

●対 象  妊婦さん、乳幼児の親子はもちろん、おばあちゃんも是非！ 

●問合せ  mail yochiyochi2021＠gmail.com 

 

 
2022年度＊内容 月 1 回水曜日 10：00～12：00 

  

 

おむつはずし＆離乳食のおはなし 

       夏の過ごし方＆ママにもできる手当て法 

       助産師さん座談会・妊娠～子育ての悩み Q&A 

       子育てに必須の自分癒し「インナーチャイルド」 

       親子の絆を深める「抱っこ法」のおはなし 

       ベビーマッサージ＆子どもの体のお手入れ 

       みんなで楽しいクリスマス会♪ 

       卒乳・おっぱいにさよならする準備 

       丈夫な歯を育てよう！予防歯科医のおはなし 

       座談会＊よちよちクラブの一年を振り返る 

 

 講演「ラクで楽しい母乳育児を」＆会の説明会 

メンバー交流会／こわい添加物のおはなし 

 

6 月 8 日 

7月13日 

9月14日 

10月 12日 

10月 26日 

11月 9日 

12月 7日 

1月11日 

2 月 8 日 

3 月 8 日 

 

4月13日 

5月18日 

 

宇都宮 

●タイトル ほんわかシアター人形劇 

「おしいれのぼうけん」 
●日 時  ５月 15日（日）14：00開演（13：30開場） 

●場 所  南図書館サザンクロスホール 

      （栃木県宇都宮市雀宮町 56-1） 

●チケット 一般 2600円 南図書館前売り 2300円 

（2歳以下無料） 

販売開始：4月 12日（火）14時から 

南図書館事務室 TEL 028-653-7609（月・休） 

●問合せ  NPO 法人 宇都宮子ども劇場 

      TEL 028-680-4005（月水金 10：00～14：30） 

 


