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1 0 の T h i n k  &  A c t  
１ 食の安全にこだわります。 
２ 健康な食べ方を大切にします。 
３ 国内自給力アップをめざします。 
４ 遺伝子組み換え作物を認めません。 
５ 有害物質ゼロをめざします。 
６ 自然資源を大切に使います。 
７ ごみの削減に取り組みます。 
８ 原発のない社会をめざします。 
９ おたがいにたすけあう社会をめざします。 
10 自分たちで決めて、自分たちで実行します。 生活クラブ生活協同組合都市生活■理事会 (〒651-1421)西宮市山口町上山口上芦原 78-2 TEL(078)904-3260 
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生活クラブの牛乳の歴史 
私たち生活クラブにとって、牛乳は切っても切り離せない存

在です。それは生活クラブ運動誕生のきっかけでもあると同時
に共同購入の原点となった消費材だからです。 

牛乳の生産者である｢新生酪農｣は1970年代前半に起こった石
油パニックと牛乳の相次ぐ値上げを契機にして、｢自分たちの工
場を持ちたい｣と願う生活クラブ生協組合員の意志が結集され、
日本で初めて、消費者である組合員と生産者である酪農家が直
接提携し共同経営する牛乳工場として設立されました。 

生産者｢新生酪農｣のポリシー 
牛乳は｢いのちを育む食べ物｣、だから基本を大切にします。 

■ 基本その1 ｢健康な牛作り｣ 
牛乳は工業製品ではなく、牛が子どもを育てるために出して

くれる恵みの食べ物です。おいしい牛乳は健康な乳牛から生産
されます。牛にやさしい飼い方が基本です。詳しくは、生活ク
ラブウェブサイトの｢食をつむぐ人たち｣を御覧下さい。(QRコー
ド参照） 

■ 基本その2 ｢地産地消｣ 
牛乳のおいしさは何と言っても鮮度です。新生酪農は長野県、

栃木県、千葉県、それぞれの工場の近くの酪農家と直接提携し、
生活クラブの自前の牛乳工場として、牛乳を生産しています。 

■ 基本その3 ｢パスチャライズド殺菌｣ 
牛乳は、本当は生のまま飲みたいもの。本来の風味やおいし

さ、栄養を損なわない、72度15秒間のパスチャライズド殺菌に
より、熱による成分の変性が少なく、さらっとしてほんのり甘
みのある牛乳です。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
消費者と生産者で作る牛乳だから、生産現場から家庭に届く

まで、すべての情報公開を実現しています。｢遺伝子組み換えで
ない飼料を食べさせて欲しい｣｢環境のためにびん容器で飲みた
い｣そんな組合員の願いも実現させています。 

私たちの牛乳をたくさん飲もう！ 
私たちの工場で作られた牛乳や乳製品だから、私たちの食べ

る力で、生産者を支えていきましょう！ 
こんなに丁寧に作られた牛乳を飲まないなんて、もったいな

い！子どもの成長に！大人の骨粗しょう症予防に！もっとたく
さん牛乳を飲んでいきましょう！ 

 
301号 5月号目次  1 牛乳 2  ヨーグルト／理事のオススメ消費材 3 ビオサポ日記／レシピ都市生活 4 小水力くるくる講座／共済 ５ GMナタネ自生調査／サステナ生活 6 姫

路支部／組合員 7 徒然都市生活／都市生活Q&A／理事会報告 8 福岡自然農園 職員こぼれ話／モニターのつぶやき／編集雑感 

ＦＥＣ自給ネットワーク 生活クラブは、全国32の生活クラブ生協のネットワークで、Ｆ(Food) Ｅ(Energy) Ｃ(Care)の自給できる地域を作りだし、
サステイナブルな社会の実現を目指します。 

いのちを育む食べ物 ｢牛乳｣ 
NHK 朝の連続テレビドラマ｢なつぞら｣では、戦後の酪農家の様子が放映されて

います。戦後の栄養状態の悪かった日本では、急速に酪農家が増え、栄養のある
牛乳を飲む人が増えました。 

古くは、飛鳥時代(大化の改新の頃)に天皇に献上されたとの記録があります。当
時は薬用として貴重なもので、天皇や貴族しか口にする事はありませんでした。
時が過ぎて、江戸時代末期に千葉で日本初の酪農が始まり、明治の文明開化、そ
して、ドラマのように、昭和の戦後復興の中で急激に牛乳が普及しました。 

南信酪農業協同組合の宇藤友隆さん 

南信酪農業協同組合の
佐藤勝彦さんとあかね
さん 
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おいしさと品質の確かさで人気の生活クラブ
のヨーグルトですが… 

生活クラブの牛乳やヨーグルトなどの乳製品は、厳しい乳質
基準をクリアした指定酪農家の生乳が原料。生活クラブと酪農
家が協同で設立した工場で製造し、製造･流通の確かさや、お
いしさから組合員に人気です。プレーンヨーグルトは年間100
万個も利用されていますが、それでも日本のヨーグルトの消費
量の急速な伸びに比べると思うように伸びていません。そこで、
生活クラブのヨーグルトも、もっとおおぜいの組合員に受け入
れられる美味しさに改良して利用を増やそうと、｢ヨーグルト
リニューアルプロジェクト｣が結成されました。 

 

ヨーグルトリニューアルプロジェクトに参加 
４月の新生酪農千葉工場の訪問からスタート。乳酸菌の学習

や製造工程の見学等をしました。原料が同じでも乳酸菌によっ
て仕上がりの風味が全く異なることにはびっくり。また、工場
の設備や製造能力には限りがあることも、現地を訪問してわか
りました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

夏の試食モニター活動 
たくさんの試作品から選ばれた、生乳100%のプレーンヨー

グルト２種と、脂肪分控えめ(乳脂肪2.0％)の加糖ヨーグルト２
種。試食モニター活動には、各地の生活クラブでのべ約6,000
人が参加しました。私たちも、夏休み親子企画等で積極的に試
食をし、大人207名、子ども89名の意見を届けました。 

 

６月から新しく登場！ 
● 生乳 100％ヨーグルト 

指定酪農家の生乳を 100％使用した、 
クリーミーな口当たりで酸味の少ないマ 
イルドな風味のプレーンヨーグルトです。 
 
 
 

● とろーり加糖ヨーグルト 
低脂肪でもコクがあり、おだやかな 

酸味で、軽く混ぜると｢とろーり｣ 
とした食感が楽しめます。 

 
 

製造工場の見学や約6,000人の組合員による試食、８回にわた
る検討会などを実施して完成した２種類のヨーグルト。完成品
試食の際は、｢とてもおいしい｣とたいへん好評でした。 

指定酪農家が搾った良質な生乳をヨーグルトとして食べ、牛
乳として飲むことで余すことなく利用し、酪農の持続的な生産
を支えていきましょう！ 
 

 
 
 

生乳100％ヨーグルト と とろーり加糖ヨーグルト 

組合員の思いをもとに作られた２つの新しい消費材 

乳酸菌の学習会で、味比べ。意見や要望も出し合いました。 

400g 定期予約：212 円(税込 229 円) 
自由注文：222 円(税込 240 円) 

80g×３ 198 円(税込 214 円) 

理事といっても同じ組合員。毎日の食生活を支える、 
おすすめの消費材を紹介します。 

＝＝＝ ＝＝＝ ＝＝＝ ＝＝＝ ＝＝＝ 
 年を重ねる毎に、手の混んだものを食べるのも作るのもしん
どくなってきました。簡単でシンプルなものが一番と思うよう
になりました。 
 今、一番のおススメは、オリーブオイルで野菜を焼いた

・ ・ ・
ん
・

。
フライパンを火にかけ、オリーブオイルを回し、野菜や肉を焼

き、塩コショウする 
だけ。これがおいしい。シンプルだけにオリーブ 
オイルと塩胡椒の良さが際立つ。特に、この塩胡 
椒は絶品。前は、自分で塩と胡椒を別々にふれば 
いいと思っていたが、違った。塩と胡椒のバランスが絶妙な
のだ。一度、これを使ったら、この塩胡椒じゃないと美味しく
ない。ぜひ、使ってみてください。 （宮崎幸恵） 

オリーブオイルと粗びき塩胡椒 
455ｇ          びん入り(75ｇ)・袋入り(150ｇ)  
903円(税込975円)    345円(税込373円) 
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ヨーグルトは健康のために食べているという方、
とても多いと思います。が、その美味しさもヨーグ
ルトの魅力ですよね。これまで登場していたヨーグ
ルトもバラエティに富んだものでしたが、さらに２
つのアイテムが加わり、全部で 13 アイテムとなり
ます！いろいろ試して、あなたのお気に入りを見つ
けてくださいね～ 
 

ヨーグルトといえば…乳酸菌 

ヨーグルトは、牛乳に乳酸菌や酵母を加え発酵させたもの。乳
酸菌の働きで牛乳を固め、｢食べもの｣に変えています。発酵する
ことで保存性が高まるので、古くから乳を利用する方法として継
承されてきました。 

また、乳酸菌によって牛乳のタンパク質や乳糖の一部が分解さ
れ、消化が良くなります。牛乳を飲むとお腹をこわしてしまう乳
糖不耐もヨーグルトは起こりづらいと言われていますね。ヨーグ
ルトは、牛乳に含まれるカルシウム・良質なタンパク質を摂取す
る＋乳酸菌の働きでおいしさや栄養がさらに加わった食品と言え
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨーグルトといえば…腸内環境・善玉菌 

腸内の善玉菌は、オリゴ糖や食物繊維が大好き！ヨーグルトな
ど乳酸菌が多く含まれる発酵食品とともに、オリゴ糖や食物繊維
を摂ることが大切。バナナやはちみつにはオリゴ糖、りんごやパ
イナップル、ドライフルーツには食物繊維が含まれています。ど
れもヨーグルトと合わせると美味しい食材です。また、麹から作
られた甘酒とヨーグルトも相性が良く、スムージーにするとこれ
からの季節にピッタリですね！ 
 

 
 
 

ヨーグルトのはなし  

関西では馴染みがないお菓子、｢たまごパン(二葉製菓)｣。子どものおやつだと思
われがちですが、フィンガービスケットのように使うと食べ方の幅が広がります。 

今月は、材料２つだけ!! 初夏にピッタリな爽やかデザートを紹介します。 
たまごパンはヨーグルトの水分を吸ってしっとり☆ヨーグルトは濃厚クリームに 
変身しま～す！ 

ヨーグルトスコップケーキ 

＜材料＞（12×12㎝の容器、お弁当箱でもOK） 
・プレーンヨーグルト 250g  ・たまごパン 2/3袋 
 
＜ 作り方 ＞ 
① 容器にたまごパンをしきつめる。 
② その上にヨーグルトの 1/3 量をしく。 
③ １～２をあと２回繰り返す。 
④ 冷蔵庫で３～４時間冷やす。 
⑤ 大きいスプーンですくって、グラスや皿に盛る。 

 

✤ そのままでも美味しいですが、季節のフルーツ、フルーツ
缶、ジャムなどと合わせるとさらに美味しくなります！パ
フェ風にグラスに盛り付けるのもオススメ！ 

✤ 今回は 3 層にしていますが、容器に合わせて２層でも作れ
ます。 

✤ ドライフルーツを使うときは、たまごパンとヨーグルトの
間に入れましょう！ 

｢ヨーグルト入りポテサラ｣ ビオサポレシピより 



第 301 号 2019 年 5 月号 都  市  生  活  2019 年 5 月 13 日 

4 

 
 
 
 
 
 
 

これまで｢住吉川小水力発電所を実現する会｣として、学習会、
現地視察、現地ハイキング、草刈りなど、色々な企画を開催して
きました。今後は、表題のようなタイトルで連続講座として開催
し、生活クラブの活動として多くの生活クラブ組合員に周知し、
関心を持ってもらうこととしました。 

まずは春休みの親子企画から 

その第一回目として、春休みに親子で現地を見てもらおうと、
３月30日(土)『親子で｢小水力発電所｣(建設予定)現地を見る会』を
開催し、スタッフを含め、大人18人、子ども６人の参加となりま
した。ちょっと雨が心配な、あいにくの天気となりましたが、支
障なく進めることができました。 

図や写真で小水力の学習 

住吉台の同朋こども園で会場をお借りして、まず大きなスクリ
ーンに画像を映して、小水力発電について、こども向けの本を元
にお話をし、そのあと、建設を予定している住吉川の様子などの
説明を行いました。 

建設予定地まで歩く 

山道を歩き出してまもなく、山の保全の活動をされている、兵
庫県勤労者山岳連盟(労山の会)の自然保護委員会の皆さんと出会
いました。労山の会では、定期的に登山道の整備をされていて、
３年前から私たちも、初夏と秋にはその草刈りなどの作業に参加
させてもらっています。労山の会のみなさんは、水車の遺構を大
切な文化財だと考えられていて、“現代の水車”による持続可能な発
電をめざしている私たちの計画を、新たな時代の水車の復活のよ
うにとらえ、共感して頂いています。 

水車の遺構や、水路跡、転がった石臼、石垣などを見ながら山
道を歩き、取水地点近くまで行って、バス停前まで移動して解散。
思いがけず、スイセンを始め、黄色や白、紫などのかわいい花も
見かけることができて、春を感じながら歩きました。新緑や紅葉
の頃も現地ハイクを企画すると楽しそうですね～。 

今後、現地ハイクだけでなく、小水力発電のしくみについてや
水車にまつわる住吉の歴史なども取り上げて、連続講座を開催し
ていく予定です。機関紙の｢お知らせ｣で案内していきますので、
お見逃しなく。 

 
 

エッコロたすけあい制度利用状況  
加入者：1,267人 
給付申請件数 68 件 
コーディネート件数 2 件 
給付金額 
（内エッコロサークル活動費） 

92,900 円 
 (0 円) 

事務費（審査会会場費、交通費） 9,780 円 
 

2月 
３つの共済その１ ＣＯ・ＯＰ共済 

ＣＯ･ＯＰ共済は、思いがけない事故や突然の災害に見舞われ
たときに、比較的手頃な掛金で、共済金が支払われる｢協同組
合の保障｣です。全国の生協組合員のたすけあいのしくみです。
例えば、ＣＯ･ＯＰ共済《たすけあい》、ＣＯ･ＯＰ共済《あいぷら
す》等がありますが、中でもＣＯ･ＯＰ共済《たすけあい》ジュ
ニア20コースは、昨年、子ども向けの保障で契約数がNo.１に
なりました。 

また、制度改定アンケートなどを通して、さらに良い制度に
するために、おおぜいの組合員が関わっています。自ら保障の
内容を進化させることができるのは共済ならではの仕組みです。

また、生活クラブ共済連は単なる取扱い団体ではなく元受団体
なので、契約先を生活クラブにすることで、より自分たちが望
む保障がつくられる近道となるのです。 

お問合せは本部センター078-904-3260まで。 

知れば納得！共済 ○52  

まずは発電の仕組みについてお勉強。 

水車くるくる連続講座 第１回 (2019年３月30日) 

「小水力発電所」現地を見る会 

昔の水車があった場所を見ました。 取水地点付近まで、子どもも頑張りました。 
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2005年から毎年続けている、遺伝子組み換え(以下GM)ナタネ自生
調査を、今年も実施しました。輸入ナタネの多くはGMです。種の形
で輸入されたナタネが、工場に運ばれるパイプラインからこぼれ落ち
たり、そこから各地に輸送するトラックのタイヤに付いたり風で運ば
れたりして拡散してしまいます。近縁種のアブラナ科植物と交雑して
GMの性質を引き継いでしまう可能性があり、私たちはGMナタネが広
がらないよう、監視活動として調査を続けています。 

 

４月６日 ナタネハイク 
神戸市営地下鉄・伊川谷駅から自生ナタネを探しながら、契約

野菜｢畑の便り｣生産者の愛菜会の畑を目指す｢ナタネハイク｣。今
回は子ども２人を含む８人が参加しました。 

例年の調査で見かけなかった地点で、いくつか自生ナタネがみ
つかり、GM陽性反応が出ないことを祈りながら検査。検査した
３検体とも全て陰性でした。 
 道中、畑の端に放置されたまま黄色い花を咲かせているアブラ
ナ科の野菜たちをみかけました。もしGMナタネの種子がこの辺
りまで運ばれ自生してしまったら…誰も気づかないうちに交雑し
てしまい、知らないうちにGM野菜ができてしまうかもしれない
と改めて思い知り、そうならないように『見張る活動』は今後も
続けなくては！と実感しま 
した。 
 愛菜会の畑では、それら 
しい葉が見え始めたレタス 
の畑と、ハウスですくすく 
育つトマトの苗を見学しま 
した。お疲れモードの子ど 
もたちもこの時ばかりは興 
味津々でした。 
 
 

 
 

４月９日 深江浜の調査 
神戸港は国内で最もナタネの輸入量が多い港です。ナタネを

水上げし、油脂に加工する工場が、神戸市東灘区深江浜にありま
す。４月９日に、組合員４人でその製油工場付近を調査しまし
た。今年は製油工場に着くずいぶん手前の幹線道路沿いに、い
くつもナタネの黄色い花を見つけました。道の交差点にはかな
り大きな株になったナタネがいくつもあり、アスファルトやブ
ロック塀の隙間からも芽を出し、花を咲かせていました。 

それを調べたところ、５検体のうち４検体が除草剤耐性に陽
性反応を示しました。検査はモンサント社の除草剤ラウンドアッ
プに耐性(RR耐性)を持つGMナタネと、バイエルクロップサイエン
ス社の除草剤バスタに耐性(LL耐性)を持つGMナタネを判別する
ための試験紙２種類を使って行います。4検体のうち、LL耐性
陽性が３、RR耐性陽性が１でしたが、道を挟んで採集した検
体が、1つはLL耐性、もう一つがRR耐性に陽性という結果でし
た。違う種類のナタネのこぼれ落ちがあるということです。 

種子になって風に飛ばされ、自生が広がるのを少しでも防ご
うと、時間の許す限りナタネを抜き取りましたが、全ては取り
きれませんでした。 

この日ナタネを見つけた周辺の会社や製油工場と兵庫県に、
管理の徹底を要請する意見書を提出することにしました。 

 
 
 

遺伝子組み換えナタネ自生調査 
＝今年はたくさん見つかりました＝ 

 

 直径５mm以下のプラスチックの粒を｢マイクロプラスチック｣
と呼びます。洗顔剤などに含まれる研磨剤やクッションの充填剤
などがあり、化粧品は2016年に日本化粧品工業連合会がマイクロ
ビーズを使わないという自主規制を始めました。 

街や海辺に捨てられて、太陽の紫外線と熱などで劣化して砕片
化したプラスチック製品も、洗剤を使わず環境に優しいといわれ
て普及しているメラミンスポンジも、こすられて削れたものが下
水から海へと流れて漂い、マイクロプラスチックとなります。 

元のプラスチック製品に添加物が配合されていれば、それが残
留します。さらに海水中に溶けている有害化学物質を吸着するこ

とがわかっています。プラスチック中の 
汚染物質濃度は周辺海水中の十万倍~百 
万倍にもなるそうです。プラスチック自 
体は食べてもそのまま排出されますが、有害化学物質は生物の脂肪中
に蓄積されます。魚や鳥がそれとわからず食べると、食物連鎖の中で
有害化学物質がだんだん濃縮されます。そんな魚が、私たちの食卓に
上がるかもしれません。 
 プラスチックの使用を減らしましょう。次回は減らすべきプラスチ
ック製品についてお伝えします。(容器包装の３Ｒをすすめる全国ネットワ
ーク発行冊子｢容器包装をみなおそう！｣より) 

マイクロプラスチックって、何が問題？ 

セイヨウナタネの大きな株を
抜きました。 

右の２本線が出て
いるのが GM 陽性。 

こちらは全て陰性。ホッ！ 
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昨年度のテーマ消費材は“生活用品”  

生活クラブでは、たくさんの生活用品を扱っています。みなさ
んは、‘食べるカタログ’以外の消費材も利用していますか？忙しく
て、雑貨などには目を通さないという組合員も多いかと思い、昨
年(2018年)度、姫路支部はテーマ消費材に生活用品を選びました。 

肌着の生産者・片倉工業(株)を取り上げた学習会や、毎日使っ
ている“ロールペーパー”の新橋製紙(株)と、日常の生活を豊かにし
てくれる“お箸や汁椀”などを扱っている酒井産業(株)、化粧品生産
者の(株)ジャパンビューティプロダクツとの交流会などを行いました。 

消費材の良さを知る学習や交流会 

片倉工業の肌着は、実際にスタッフが購入したものを参加者に
も手に取って肌触りを確認してもらい、縫い目なども確認しても
らいました。｢この品質でこの値段は安い！｣と、驚きの声が上が
りました。 

新橋製紙のロールペーパーは、その日の参加者の中には利用し
ている人はほとんどいなかったのですが、１巻が100ｍと、市販
のものに比べて倍の長さがあり、尚且つ、日本一分厚いと知り、｢ち
ょっと値段が高いと思っ 
ていたが、トータルの長 
さを考えると、そう高くは 
なかった、品質の違いも 

 
 
 
 
と今後は利用しようと思う。｣と、意識が変わった組合員が多く、
学習会の成果を感じました。 

酒井産業の木製品も、直接触れて木目や重さの確認ができ、カ
タログを見るだけでは伝わらない良さを知ることが出来ました。 

２月には、ジャパンビューティプロダクツとの交流会で、美し
くなりたいと願う女性なら興味津々のメイクアップ講習を行いま
した。「生活クラブの化粧品って、本当に良いものなの？市販のも
のと、どう違うの？」といった疑問に丁寧に答えてもらい、厳し
い基準をクリアし、安全であること、適正価格であることなどが
良く理解できました。 

どの交流会も大盛況で、市販品との違いだけでなく消費材にこ
められた生産者の思いやこだわり・技術に参加者も納得して、今
後も使っていきたいという嬉しい感想を頂きました。 

今年度は、牛乳・乳製品が支部テーマ消費材です。ミルク教室
などの交流会を予定していますので、お楽しみに♪ 

 （姫路支部クリエイター 米花麗子） 
 
 

大きく、安全性を考える 
 
 

姫路 
支部 

新橋製紙交流会 

 
 

 

＝無漂白ロールペーパー 

シングルソフト＝ 
新橋製紙(株) ８ロール 483円(税込) 

 なんといってもおすすめは、新橋製紙のロールーペーパー！ 
まだ使ったことのない人には是非使ってもらいたい一品です。 
市販のトイレットペーパーと比べると、お値段が高い！？と思う
かもしれませんが、紙の厚み、長さ(一巻き100ｍ)を考えると実
はお得なんです。生活クラブの厳しい基準で、漂白剤や界面活
性剤などが使われていないのはもちろんのこと、体に害を及ぼ
すリスクを減らすため薬品は極力不使用です。毎日使うものな
ので、安全性は重視したいですね。 

トイレで使う以外でも鼻をかんだり、食器洗い前のお皿の汚
れ落としにも大活躍！！巻きが固く、体積は市販の約2/3とコン
パクトなので、場所をとらず備蓄に最適です。大災害の時に一
番に不足するのが、トイレットペーパーだそうです。一家に２,
３袋は備えておくと良いですね。丈夫なので、布でカバーをか
けると、ちょっとしたミニスツールに♪良いことづくめのロー
ルペーパー。一度使ってみて下さい。手放せなくなりますよ。 

        (姫路支部クリエイター 米花麗子) 

富士平 明子さん  宝塚支部 2018年10月加入 
支部ミーティングが楽しみ 

私は昨年 10 月に加入し、それと同時にモニットになりました。
初めて支部ミーティングに参加したのは初めて注文をした翌日
で、消費材について何もわからぬまま、生活クラブの理念につ
いても全くわからぬままの参加でした。 
支部ミーティングでは特定の消費材についての説明だけでなく、
環境問題や時事問題を交えた、食生活について考えられる場に
なっています。座学の最中は託児スタッフの方が子どもを預か
って下さいます。産後退職し、社会から離れてしまったように
感じていた私にとって、子どもと離れ皆さんと学べる時間はと
ても貴重で月に一回の楽しみです。正直、個配無料期間が終わ
ったら辞めるかもしれないな?と思いつつ加入しましたが、消
費材はもちろん支部ミーティングがあるからこそ、生活クラブ
が日常生活のなかで必要な物になりました。 
 これからも皆さんと一緒に考え、学び続けたいです。 

生活用品も消費材！ 

ジャパンビューティプロダクツのメイクアップ講習 
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 私と生活クラブ生協都市生活(以下、都市
生活)との出会いは７年前です。それまで東
京で生活クラブ生協に入り組合員活動を行
っていましたが、東日本大震災をきっかけ
に西宮に移住してきました。いろんなもの
を東京に置いてきた私でしたが、あのとき
力をくれたのは都市生活でした。身構える
ことなく、気軽に参加できるのが組合員活
動です。価値観の近い友人に再び出会うこ
とができました。 
 
 私は、４年ほど前に組合員活動で知り合った友人や近しい友人
たちと市民活動団体を立ち上げました。1.5キロ圏内の顔の見える
つながりが、子育てや毎日の生活を楽にしてくれる。そんな思い
で、産前産後の家事のサポートなどを行っています。環境負荷を
与えないエコ掃除を取り入れたのも、組合員活動で得た経験から
です。家族の健康や環境を汚すことはしたくないので、固型せっ
けんを使って食器を洗ったり、せっけんやクエン酸などで掃除を
しています。 
 
 

 都市生活では安心安全な消費材を買
う以外にも、おもしろい仕組みがあり
ます。｢エッコロたすけあい制度｣(以下、
エッコロ)もその一つだと思います。小
さな手助けが必要なときに、近くの組
合員との橋渡しをしてくれます。知り
合いどうしでも利用できます。私は、
組合員の友人がいるのでお互いにやり
取りをしてエッコロを利用しています。
友人が出産したあと、しばらくは上の
子の保育所への送迎を週に１回行って 

いました。また、私が仕事で帰宅が遅いときなどには、友人に子
どもを預かってもらうこともあります。お手伝いした事があとで
｢ケア金｣として消費材の購入代金と相殺してもらえるのも嬉しい
のですが、エッコロがあるおかげで、より気軽に頼み事をするこ
とができるようになりました。 
 
 今では、私にとって都市生活の組合員活動はなくてはならない
存在です。でも、私の生活を大きく占有するものではなく、私の
生活に寄り添ってくれています。これからも、ずっとマイペース
に組合員活動を続けていきたいです。 
 

 
 
 

生活に寄り添う組合員活動 
地域で活躍する生活クラブ生協の仲間 西宮支部  有村陽子  

 
 （報告承認事項２項目、協議決定事項１項目 省略） 
1. ３月度エッコロ審査会による給付審査を確認した。 
2. ３月度生活クラブ関西運営委員会の議事録案をもとに報告し、内容

確認した。 
3. 単協独自品供給の一部終了について生産者、組合員への説明、対応

を報告した。 
4. 議案書策定会議から、報告・方針案を提案し、検討した。 
5. 2019年度理事会体制、役割分担について最終確認した。 
6. 2019年度事業計画案について、２月決算時点の年度決算見込みを

報告し、2019年度予算案について検討確認した。 
7. 新規開発ヨーグルトの利用結集活動についての提案を確認した。 
8. エッコロたすけあい制度のコーディネート成立の考え方と要領への

追加を協議決定した。 
9. 生活クラブたすけあい講座開講の提案を確認した。 
10. 総代会開催準備、役割分担について検討した。 
（諸会議報告） 
連合理事会、各委員会の報告および各担当委員会の報告を共有した。 
（事業報告） 
２月決算は、供給高予算比99.5％と下回り、経費は予算比99.9％であった。
供給剰余率が予算を0.92％下回った結果、経常剰余は予算より149万円少な
い。３月加入は124名で計画を４名超過。脱退は長期未利用者３名を入れ、
96名で計画より９名少ない。年間累計(暫定値)加入1,902名、脱退1,345名、純
増557名。 

理 事 会 報 告 

 生活クラブの本が出ると聞きま
した。どんな本ですか？ 

 昨年３月の｢カンブリア宮殿｣の
放送では生活クラブに大きな関心 

が寄せられ、｢生活クラブ｣を知る人が増え、加入の伸びや関
わる人の自信に繋がるなどさまざまな反響がありました。 

放送を見た(株)ダイヤモンド社から企業出版の提案があり、
生活クラブを多くの人に伝える良い手段になると判断し、出
版の運びとなりました。 

消費材開発や食の自給力向上の取り組み、また、消費者の
視点で独自に立ち上げた電気事業や福祉事業。理念だけにと
どまらず、なぜ実現できたのかを生活クラブを取材した著者
が説明しています。 

タイトルは｢日本一要求の多い消費者た 
ち」。オビのコメントを作家の村上龍さん 
に寄せてもらいました。既に書店販売さ 
れていますが、この機関紙と一緒に配付 
している21週の｢楽しむカタログ｣でも注 
文できます。是非、読んでみてください。 

子どもたちと 
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４月４日、組合員３名・職員２名で愛媛県伊予市にある福岡自然農園を訪問しました。 
 

ミカンバエの被害に遭って 
福岡自然農園は｢自然農法・わら一本の革命｣の著者で自然農法

の第一人者として知られる、福岡正信さんが始められた農園です。
今は３代目の大樹さんがその精神を受け継ぎ、農薬を使わない栽
培を続けられています。 

３年前、ミカンバエの被害にあいました。ミカンバエは、実に
卵を産み幼虫が中から身を食べてしまう害虫です。農薬を使えば
根絶させることが出来るのですが、福岡自然農園では農薬を使わ
ないことを守り、また近隣の農家へ被害を拡げないために、発生
したみかん山の木をすべて伐採しました。 

色とりどりの共生社会に 
あれから３年、伐採後植えられ 

たグレープフルーツの苗木が少し 
ずつ大きくなっています。まだ実 
をつけてはいませんが、来年ぐら 
いから徐々に実りそうです。木の 
周囲には、春の草に混ざって大根、 
高菜、水菜などの野菜も植えられています。自然農法では植物の
｢共生｣も大事にされ、大根の白い花、菜の花の黄色と、お花畑の
中に果樹が植えられているようです。 

問題はあるけれど・・・ 
農園の１等地は急斜面です。斜面は日あたり、水はけが良いの

でおいしい実ができるそうです。ただ、足がすくみそうな斜面で 
 
 
 

の収穫作業はどんなに大変なことで 
しょう。またみかんの産地として知 
られる愛媛県でも、他の地域と同じ 
く、高齢化や後継者不足で栽培農家 
が減っています。山道の補修も以前は10軒でお金を出し合ってで
きたのに、今は４軒で分担しなければならない状況です。昨年の
西日本豪雨では道の横の斜面が崩れ落ちました。補助金は出ない
ので、パワーシャベルを借りて修復したとのこと。次々に出てく
る苦難にも、ありのままを受け入れ、さらに前へすすんでいこう
とする姿勢に、ただただ凄い！と思いました。  

みんなで応援しよう 
自然農園で育てられた、キウイ、甘夏、伊予柑などが順次カタ

ログに登場します。これだけの量を生産しているのは日本でここ
だけ、というグレープフルーツも、木が大きくなり食味が良くな
っています。きれいなものを届けようとすると、加工品に回るも
のが多くなるのだと聞きました。手塩にかけて育てられた物を、
無駄なく食べきりたい 
と思います。いち押し 
加工品、甘夏みかんジュ 
ースの取り組みも企画 
しています。福岡自然 
農園の味をお楽しみく 
ださい！ 

（報告：菊田宏子） 
 
 

 

2019年度の組合員活動が始ま
っています。昨年グンと増えた 

新組合員のみなさんが、末永く生活クラブを続けられるように、
みんなでフォローしていきます。私が加入した頃は全て班でし
た。だから毎週、班のみんなが顔を合わせてさまざまな情報交
換ができました。個配がほとんどの今の時代、顔を合わせる機
会は自ら作っていかなければなりません。まずは、毎月各支部
で行われるほっとコミに、みなさん来て下さいね。（Ｔ） 

2019年３月号より 

｢職員こぼれ話｣ 

ネット注文が少ないというのが意外でした。年配の方が多い
のかな…。今どこも人手が足りないので、ペーパーレスが必須
だと思います。電話も聞き間違えのリスクがあります。もっと
ネット注文を推し進めて、職員の方にはもっと別の仕事をして
生活クラブをもっとよくしてほしいです。 （北神戸 N・K） 

 

 生活クラブ生協の職員が、日ごろの業務、身のまわりのできご
とを通して見たもの、聞いたことをお伝えします。 

「熊 出没中 注意！」  
場所は姫路の山側にある大きな公園のトイレにそのポスター

は貼ってありました。 熊ですか！？ どう注意しろというの
でしょうか？ ヘビやサルやイノシシではなく、この日本では
最上級の熊。しかもどう注意しろというのでしょうか？ それ
を見た後はただの草むらにも熊が潜んでいる気がしてきます。
｢生協職員、配送中に襲われケガ｣｢生協職員、お手柄 熊を倒
す ハッポーケースで攻撃｣なんて脳内新聞記事も頭によぎり
ます。トイレが終わった後は熊に追いかけられているぐらいの
勢いでトラックに乗り込みましたよ。終わり。 

名谷センター 
矢野 好宏 

福岡自然農園｢ミカンバエ｣被害のその後 

福岡正信記念館でお話を聞きました。 


