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ハミガキ
毎日使うから安全なものを

≉ࠉ㞟

遺伝子組み換え反対運動
生活クラブで、生活知識人になろう。
それってなぁに？
ブロック発活動ファイル＆ごきげん消費材♪
野菜の目あわせ会
ブロック役員研修
シニア向けライフプラン連続講座
佐倉市消費生活展
活動ファイル
鶏卵学習会
せっけん学習会
モニターメール / 理事会・組織報告 / 編集後記
野菜で元気クラブ 農事組合法人 旭愛農生産組合
クラちゃんラブちゃん Ｒびんの紙ラベル、なるべくはがしてね！

ᮏ㒊ࠉ࣭࣭ ࢭࣥࢱ࣮᯽ࠉ࣭࣭ ࢭࣥࢱ࣮༓ⴥࠉ࣭࣭ ࢭࣥࢱ࣮బࠉ࣭࣭
ࢭࣥࢱ࣮ᯇᡞࠉ࣭࣭ ࢭࣥࢱ࣮ᕷཎࠉ࣭࣭ ࢭࣥࢱ࣮࣋ࠉ࣭࣭ ࢹ࣏࣮┿◁ࠉ࣭࣭
ࢹ࣏࣮ࡳࡘࢃྎࠉ࣭࣭ ࢹ࣏࣮᪂ᯇᡞࠉ࣭࣭ ࢹ࣏࣮ὠࣨୣࠉ࣭࣭
ࢹ࣏࣮ᯇⴥ⏫ࠉ࣭࣭ ࢹ࣏࣮ᾆᏳࠉ࣭࣭ ࢹ࣏࣮ᮌสࠉ࣭࣭ ࢹ࣏࣮ᅬ⏕ࠉ࣭࣭

ࢥࣝࢨ ᖺ  ᭶  ᪥1R 

ங

ࢺ࣐ࢺ
ࢣࢳࣕࢵࣉ

∵

ųųųȏȟǬǭ

150 ｇ 173 円
Ｗ e・Ｉ

デポーフロア 150 ｇ 184 円

を扱う生協が多いなか︑生活

１９７３年︑当時合成洗剤

࣎ܤƠƯ̅Ƒǔ
ȏȟǬǭǛ

聞きました︒

営業部の鈴木浩二さんに話を

石鹸︵株︶の川口工場を取材︒

埼玉県川口市にあるヱスケー

はありますか？

その成分について考えたこと

日私たちの口に入るハミガキ︒

食卓にはのらないけれど︑毎

ࣃࢫ

（価格は税込み）

は︑

の原料でつくっています︒

生産者で相談し︑必要最小限

どれだけ入れるかを組合員と

生まれました︒どんな成分を

い﹂という組合員の要望から

るハミガキをつくってほし

物は排除して︑安心して使え

は

年 か ら︒﹁ 不 必 要 な 添 加

ました︒ハミガキの取り組み

せっけんの取り組みを開始し

クラブでヱスケー石鹸の粒状

トールは食品添加物としても

ギーナンや︑湿潤剤のソルビ

であるキサンタンガム︑カラ

の粘り気を出すための粘結剤

ト 油︵ 精 油 ︶︒ ハ ミ ガ キ 特 有

れたメントール︑スペアミン

料として天然原料からつくら

ム︒口臭を防止︑予防する香

の研磨剤として炭酸カルシウ

ととなる汚れを除去するため

ラークやステイン等口臭のも

ミガキに入っているのは︑プ

でしょうか︒生活クラブのハ

このような働きをしているの

に配合されているどの成分が

と鈴木さん︒

性︑機能性を追求しています﹂

クラブの原則を共有し︑安全

わしきは使用せずという生活

配合するのは簡単ですが︑疑

上︑ 使 用 を 控 え る べ き で す︒

で︑安全性が確認されない以

分が体内に吸収されやすいの

薄く︑ハミガキや洗口剤の成

もあります︒口の中は粘膜が

ぼす可能性があるという報告

ならない上に︑健康に害を及

あります︒また︑虫歯予防に

に茶色の斑点ができることが

ぎると︑斑状歯といわれる歯

いません︒フッ素は摂取しす

˷ᚘƳǋƷƸλǕƳƍ
ハミガキの基本的な働きに

市販品に含まれる成分で特

ものです︒

使われ︑安全性の確認された

を除去する
２．ステイン︵歯の着色汚れ︶

この合成界面活性剤が

苦く感じたことはありません

使った後︑ジュースを飲んで

剤 で す︒ 市 販 の ハ ミ ガ キ を

合成洗剤に含まれる界面活性

酸ナトリウム︵左頁表参照︶︒

として入っているラウリル硫

管理も徹底し︑原材料の搬入

マスク︑手袋を着用し︑入場

要 で す︒ 工 場 内 で は 防 塵 服︑

しっかりとした衛生管理が必

い な い の で︑ 製 造 過 程 に は

で︑なおかつ防腐剤を入れて

ハミガキは口に入れるもの

に気をつけたいのは︑発泡剤
３．口臭を除去︑防止する

か？

でも厳しい管理を行っていま

を除去する
があります︒では︑ハミガキ

舌 に あ る 味 蕾 細 胞 を 傷 つ け︑

す︒ガラス越しの工場見学で

みらい

味覚を麻痺させてしまうのが
フッ化ナトリウムも気をつ

に包まれていました︒

原材料が規格に合致してい

け た い 成 分︒﹁ 時 々 組 合 員 か
望がありますが︑安全性が確

るかを検査し︑計量を手作

①検査・計量
認されていないため配合して

らフッ素を入れて下さいと要

ントールのスーッとした香り

したが︑スペアミント油やメ
ハミガキ専用の工場

原因です︒

Լئƴแơƨ
ᘓဃሥྸ

１．効率よくプラーク︵歯垢︶
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ハミガキの主な成分と作用
ᣐӳႸႎ

* はＰＲＴＲ制度で有害物質として指定されている成分
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業で行います︒
⑥検品

くないものなどをチェック

目視により包材の印字の良

原材料をミキサーに投入し︑

します︒１時間毎に製品の

②混合

混合します︒

重量を測定しています︒

⑦段ボールに箱詰め

生活クラブでは︑昨年９月

から消費材全品目の放射能検

査を行っており︑ハ

ミガキも例外ではあ

りません︒全種類に

つ い て 検 査 を 行 い︑

放射能が検出されて

いないことを確認し

ています︒

﹁他社のハミガキで

検査を実施したとい

う例はほとんどなく︑

生活クラブ独自の取

り組みと言えるで

しょう﹂と鈴木さん︒

また︑川口工場では︑

毎日大気中の放射線

量を測定しています︒

ƻƱƴǋ
ؾƴǋǍƞƠƍ

現在︑ハミガキは生活クラ

ブ全体で毎月約１万５千本の

万本と

利用があります︒そのため工

取り組み開始当初の

防腐剤も界面活性剤も入っ

ていない組合員が開発したハ

ミガキを利用し︑体にも環境

にもやさしい暮らし方をして

みませんか︒
︵清水美由紀︶

10

③検査

ハミガキの粘度検査と検査

ǕƯƍǇƢŵ

員による官能検査をします︒

場では２カ月に１回︑３日間

④充填

自動充填機でチューブに充

ᲳᆔƷӳမࣱ᩿дƕԃǇ

で３万本を生産しています︒

҄ܖཋឋƱƠƯਦܭƠƨɶƴƸ

填し︑圧着します︒

ƢŵƕŴݣᝋƷஊܹ

⑤包装

੮ȷᨼᚘƠŴπᘙƢǔˁኵǈư

比較すると︑利用が減少して

ƱŴؾɶƴЈƞǕƨǛ৭

シュリンクフィルムで簡易

ǕƷƋǔஊܹ҄ܖཋឋƷႆဃเ

います︒

ފЈᲣСࡇƱƸŴؾ൲௨Ʒऀ

包装をします︒

Ტ҄ܖཋឋЈᆆѣ

ƳƲ
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し︑工場を建設して

年９月

たにもかかわらず一大決心を

造経験や技術︑設備がなかっ

開発の声がかかりました︒製

者に規格違反があり︑弊社に

提携していたハミガキの生産

１９８２年︑生活クラブが

し︑銀磨きなどに使用し︑使

の錆落とし︑バッグの垢落と

周りの焦げ付き洗浄や自転車

を切って中身を出し︑レンジ

とですが︑組合員がチューブ

です︒後になって分かったこ

たのはほんのわずかだったの

ИǊƯМဇƢǔ૾ƴƓƢƢǊưƢŵᘍƳƲ

ᾘ㈝ᮦࣁ࣑࢞࢟࠸ࢁ࠸ࢁ

ưƢƶŵ

ഫᎹƷ໒ၐǛ৮ƑǔҔᕤᢿٳԼŵ҄طȊȈȪ

い切るという工夫をしていた

Ʒઃ࠘ဇǍŴƓӐᢋƴȗȬǼȳȈƠƯǋƍƍ

ソルトハミガキ

に︑供給を開始しました︒生

 ᳡ƱǵǤǺƕݱƞƍƷưŴƓᚾƠƱƠƯ
ഫԗ၏ʖ᧸јௐƕƋǓǇƢŵ

のです︒

ミニハミガキ
ЎᲢǰȪȁȫȪȁȳᣠǸǫȪǦȠᲣᣐӳư

これは︑自分たちが開発し
ឋǛͻƭƚƴƘƘŴƭǍǍƔƴƠǇƢŵᕤဇ

活クラブでは一人一本運動を
万

することを実践した表れでし

ȖȩȃǷȳǰƩƚưǋ᳅ưƢŵᲣ
ႉƘˁɥƛǇƢŵǇƨŴഫƷᘙ᩿ƷǨȊȡȫ

展開し︑初回の受注は約
しかし︑出荷後まもなく﹁ハ

た︒この時︑我々生産者も協

た消費材は責任をもって消費

ミガキが固まる﹂との知らせ

同する仲間だということを強

本に達しました︒

がありました︒当時使用して

く実感しました︒

に変えてほしい﹂との要望で︑

年には﹁だれにでもワン

でした︒

スクリューキャップからワン

て固まったもので︑すでにほ

﹁これから返品があるだろ

タッチタイプに変更し︑現在

タッチで開けられるキャップ

うし︑クレームの電話も殺到

の形となりました︒
今後も信頼関係を築き︑問

するだろう︒損害額も１億円
は軽く超える︒会社の危機的

題解決のために相互で取り組
み︑さらなる発展へとつなげ
ていきたいと思っております︒

ʐ࠷δƸ࣏ƣƠǋȏȟǬǭǛ̅Ə࣏ᙲƸƳƘŴ
ȑǿǤȈƸࣇቩ܇ƳƷưŴ൲ǕƴԈბƠഫǛ

鈴木浩二
営業部

事 態 に 発 展 す る の で は ﹂ と︑
覚悟を決めました︒
ところが︑実際に返品され

ٻʴƴǋƓƢƢǊưƢŵᲢƏƕƍƷưƖƳƍ
ԈბдƱƠƯᣐӳƞǕƯƍǔȏǤȉȭǭǷǢ

ࠉヱスケー石鹸（株）

とんどが配達されていた状態

08

いた研磨剤と粘結剤が反応し

10
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アパタイトハミガキ

ဃငᎍἳἕἍὊἊ

ǦȠŴǰȪȁȫȪȁȳᣠǸǫȪǦȠǛᣐӳƢ

ǔƜƱƴǑǓŴјௐႎƴഫ

＊使用にあたって

ᐝǍഫᎹ໒ŴӝᐰǛʖ᧸Ơ

Ⴚݧଐήƕ࢘ǔƴᧈ᧓ፗƔƳƍưƘƩ

ǇƢŵȏȟǬǭƷ̅ဇज़ưƸ

ƞƍŵӳƞǕƨቬኽдǛ̅ဇƠƯƍƳƍ

ǋƷឱǓƳƍ૾ƴŵ

ƨǊϤئᄒƘƳǔƜƱƕƋǓǇƢƕŴƦƷ

ئӳƸƓืሁưภǊǔƱǓǇƢŵ

こどもハミガキ

Լឋ̬ਤᨂƸᲫ࠰ưƢƕŴ᧸Ᏽдชь

ХນǛ৮Ƒƨ܇ƲǋӼƚƷǪ
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Ǩǳư෬ƠƘ

ǨǢǳȳƳƠဃǛಏƠǉ

私が実践している、夏を涼しく過ごす方法を紹介します。

４人家族のわが家。パパが全身全霊（！）をかけて働いてい

・小さめの保冷材数個をバンダナや手拭い、薄手のスポーツタ

る以上、無駄遣いはできません。もちろん電気も。

オル等に包んで首に巻きます。そのほか太い血管の部分（脇

①エアコンなし 10 年目（引越前の埼玉でも）。

の下や内股）を冷やすと体の熱が下がります。

②パパのスーツのクリーニングはドライでなく水洗いを所望。

・少し大きめの保冷剤にタオルを巻いて枕の上に乗せると寝つ

③子どもも私も洗濯物を干しつつ足だけプールに浸かる。

きが良くなります。体を冷やし過ぎてしまうので、就寝時は

④涼を求め公園の木陰、公共施設など日中はお弁当持参で外出。

直接体にはつけないこと !!

おかげで冷房病もなく、暑さ寒さに負けません。その上、秋

・扇風機や天井に取り付けるシーリングファンを回します。多

口に部屋を吹き抜ける風と、収まり行く蝉時雨…そして虫の

少気温が高くても風を受けると涼しく感じます。

音への移ろいを感じられる幸せ！さらに、夕暮れ時に

・冷房使用時、室内の空気を循環させます。

黄昏れられる自然の明かりなら、節電さえ忘れてしま
います（笑）。

緑支部

・除湿すると体感温度が下がります。

出雲路めぐみ

ぜひ試してみて下さい。

園生デポー支部

矢頭暁子

ჇٰƷɟᢿ˺ދ

ᅶƷራᩓȩǤȕ

私の家は４部屋にエアコンがあり、それぞれで使うの

幼稚園年中から小学５年生まで３人の子どもがいるわ

でびっくりする程の電気代がかかります。以前の家はエアコ

が家。元気に夏を過ごすために、早寝早起き生活を心がける

ンが１台だったので、寒い日や暑い日はリビングに皆が集まっ

ことが節電ライフにつながっている気がします。普段からテ

て過ごしていました。消すクセをつけてムダ遣いを無くすよ

レビのない生活をしているので、夜更かしをすることもなく

うにしても電気代が減らないので、この夏は、一部屋作戦を

皆がまとめてお風呂に入ります。寝苦しい夜は、氷枕を使う

しようと思います。どれぐらい電気代を減らせるかが楽しみ

とエアコンなしでもよく眠れます。

です。

家族の元気の源のご飯も、圧力鍋で炊くことによって電気代

そのほか、タライに水を入れて足先を冷やしたり、冷水を入

や CO2 の削減になります。自然な甘さで子どもたちが大好き

れた霧吹きなど、小さい頃やっていたことを家族でやってみ

な、消費材のイチゴシロップをかけたかき氷をつくり、その

ようと思います。また、太陽光で動く小さな扇風機とうちわ

横で私はアイスコーヒーを飲む。ひんやりおやつをいただく

を用意しました。節電しながら夏を乗りきろうと思います。

のも夏の楽しみの一つですね。

印西支部

我孫子支部

内山ひろみ

進化し続ける消費材

10

﹁ 安 全・ 健 康・ 環 境 ﹂ 生 活 ク ラ ブ

原則をご存知ですか？現在の消

費のあり方で次世代の生命・環境

のあり様が決まるため︑生産から

廃棄まで全ての過程で責任を持と

う︑私たちの消費活動が将来世代

の生存可能性を侵害してはならな

い︑という信念から定められまし

消費材の安全性の追求

食の自給力を高める

有害物質の削減

自然資源の持続可能な使用

ごみの削減とリユース

エネルギーの削減

リスクの低減

情報の開示

自主管理と監査

た︒

１

２

３

４

５

６

７

８

９
おおぜいの参加

組合員と生産者は食品・生活用

品・容器包装など分野ごとに話し

合 い︑ 消 費 材 の 自 主 基 準 を 定 め︑

一方︑組合員が自主監査委員会

生産者は情報を公開︒

のもと行うのが︑おおぜいの自主

監査︒組合員の目で直接製造現場

を確かめ︑消費材のレベルアップ

をめざします︒また︑一度決めた

基準も組合員と生産者による自主

管理委員会が到達度を点検︒より

高い水準へと基準を改定していま

す︒

10

知久奈央子
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ＧＭ

たい﹂という菊川町レイン

ボー稲作研究会︵山口県の生

３ 月３・４ 日︑ 第７ 回 Ｇ Ｍ

てはならない﹂という︑︵株︶

んや︑﹁口に入るものは間違っ

産者グループ︶の金田仁司さ

Ｏフリーゾーン全国交流集会

秋川牧園の甲斐利光さんの

᳁᳇ȕȪᶌǾᶌȳ
μʩ්ᨼ˟

や ま ぐ ち が 開 か れ ま し た︒

込んだ作物のことです︒

取って︑自身の遺伝子に組み

の生物の遺伝子の一部を切り

つくるために︑微生物など他

作物とは︑ある特定の性質を

遺 伝 子 組 み 換 え︵ 以 下 Ｇ Ｍ ︶

らＧＭ食品・飼料・添加物な

と協力し︑すべての消費材か

決定しました︒そして生産者

情報を公開して取り組む﹂と

﹁やむを得ず使用する場合は︑

扱わないことを基本とする﹂

月に﹁ＧＭ作物・食品は取り

ら︑これからも精進していき

であり︑その源は農にあるか

﹁健康を考えるとまずは食

はないかと期待が持てました︒

Ｍ作物や食品がなくなるので

じ︑いつの日か︑世界からＧ

人々が活動していることを感

報告されました︒たくさんの

とマレーシアのメッセージが

メッセージ︑海外からも韓国

消費者や生産者のリレー

が輸入され︑輸送中にこぼれ

用油の原料としてＧＭナタネ

認されていない日本でも︑食

一方︑ＧＭ作物の栽培が承

ズプランの報告がありました︒

推進する事業としてサンライ

ブが協力して循環型の農業を

市と農協︑農業者︑生活クラ

ン看板の設置についてや︑旭

んからは︑ＧＭＯフリーゾー

ある元気クラブの薄田義続さ

メッセージ︒私たちの食が志

例えば除草剤に耐性のある細

どを取り除くことと︑やむを

ＧＭナタネによる環境汚染の

菌の遺伝子を︑大豆やトウモ

得ず使用する場合は表示をし︑

の高い生産者の方々と結びつ

ロコシに組み込んだものなど

情報公開することをすすめて

実態を明らかにし︑汚染を食

があります︒生産効率アップ

きました︒また︑ＧＭ作物を

いていると︑とてもうれしく

のために開発された新しい技

栽培しない土地を自主的に広

い止めるために何ができるか

術ですが︑その安全性や環境

げていく活動として全国的に

思いました︒生活クラブ虹の

への影響は未だにわからない

展開されている︑ＧＭＯ︵Ｇ

を考える集会に︑全国から約

ことが多くあります︒また一

Ｍ作物︶フリーゾーン運動に

街の農産物提携生産者団体で

部の大企業が特許を取り︑除

も参加しています︒

年

月には︑ＧＭパパイヤ

12

汚染されているという現実も

り︑どんどん自然界と食卓は

目的にしたもの︶が横行した

のと︑着色や栄養強化などを

しいたけの風味を生み出すも

ＧＭ食品添加物︵かつお節と

全性審査を経ていない違法な

の流通が解禁になったり︑安

11

動でも明らかになっています︒

毎年の自生ＧＭナタネ監視活

落 ち て 自 生 し て い る こ と は︑

草剤と種子をセットで販売す

監 視・ 抜 き 取 り す る 活 動 も

毎年４月には︑輸送中にこぼ
ます︒

行っています︒

ることで︑種子が独占される

生活クラブは︑１９９７年１

れおちたＧＭナタネの自生を

４５０人が参加しました︒

in

という問題点も指摘されてい

疑わしいものは食べたくない！

遺
伝
子
組
み
換
え
反
対
運
動

ＧＭに反対する仲間が全国から集まった
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① 道路わきに自生するナタネを採取
② 簡易キットを使って検査
③ 試験紙に２本線が出るとＧＭ

剤散布による人体への影響や︑

Ｍ植物の栽培に使われる除草

大しています︒除草剤耐性Ｇ

界のＧＭ作物の栽培面積は拡

祐さんは基調講演で﹁毎年世

い！キャンペーン代表天笠啓

遺伝子組み換え食品いらな

をモットーに運動を広げてい

らない︑食べない︑作らない﹂

で﹁ＧＭ作物・ＧＭ食品はい

りません︒これからもみんな

組み換えた食べ物の先にはあ

本当の食の豊かさは遺伝子を

えば元に戻すことは困難です︒

影響が環境中に広がってしま

然との共生はなく︑一度その

日にＮＯＮ︲ＧＭＯ役員会主

８年目となる今年は４月９

ネ監視活動です︒

します︒これが自生ＧＭナタ

い︑対策を講じることを要請

もとに油脂会社などと話し合

ます︒陽性反応が出た結果を

使いＧＭかどうかを調べてい

で採取し︑簡易検査キットを

生しているナタネを市民活動

出ています︒︵４月

５検体から初めて陽性反応が

市の道路沿いなどで採取した

と思います︒

を要請してきた結果の一つだ

会社に活動の報告をし︑対策

います︒これは私たちが油脂

が減少しているのを実感して

いに自生しているナタネの数

あります︒

生物多様性の破壊の報告が世
きたいと思います︒

催で︑自生ＧＭナタネ調査活

ƜǕƔǒǋ
ӒݣƷॖ࣬ᘙᅆǛ

日現在︶

市︑流山市︑鎌ケ谷市︑白井

一方東葛ブロックでは︑柏

界中であります︒またＧＭ食
ＮＯＮ︲ＧＭＯ担当理事

動を継続している農民連食品
分析センターの八田純人さん
と泉潤さんの協力を得ながら︑
支部リーダーなど組合員６人

にＧＭ技術は必要だという意

世界には︑食糧問題の解決

の輸送経路の途中でこぼれ落

日本では︑港から油脂工場へ

ＧＭナタネの輸入国である

りや検体の採取を行いました︒

ら徒歩で自生ナタネの抜き取

油脂︵株︶千葉工場正門前か

動を実施︒午前中にボーソー

日には虹の街で︑今回の報告

告会が開催されます︒９月

していきます︒

油脂会社や行政へ対策を要請

ࠊൟƷႸư
ᐯဃ᳁᳇ȊǿȍǛႳᙻ

山本百合

品は食品として安全ではな
く︑解毒作用を持つ臓器に障
害が出たり︑生殖や出産へ影
響を及ぼすなどの事例も世界
で次々に明らかにされていま

見もあります︒これは︑安定

ちたナタネが各地で自生して

その後︑近くのデポーみつ

とＧＭ問題のドキュメンタ

今 回 の 調 査 結 果 を ま と め︑

した生活には原子力発電が必

います︒他のアブラナ科の植

わ台の組合員室で︑八田さん

職員１人で千葉市内の調査活

要なのではないか？という考

物と交雑するなど︑生態系へ

ました︒今年は︑昨年に

１検体から陽性反応が出

の道路で３検体採取して

交差点付近と千葉港付近

出ました︒午後は︑高品

体中４検体に陽性反応が

簡易検査をすると︑８検

に反対する活動もすすめます︒

け︑食べることを通じてＧＭ

産１００％︶の利用も呼びか

ね油︵国産５％ブレンドと国

る︶や︑ＧＭ対策済みのなた

Ｍ食品を食べないと宣言す

ＭＯサポーター登録活動︵Ｇ

す︒その他にも︑ＮＯＮ︲Ｇ

７月に福岡で全国の調査報

えと似ていると思います︒で

リー上映会を予定していま

比 べ て ナ タ ネ が 小 さ く︑

本 部 組 合 員 事 務 局︵ Ｎ Ｏ Ｎ︲ Ｇ

岩崎明子︶

雨宮明子

検体があまり採取できま

︵構成

ＭＯ担当︶

行ってきて︑年々道路沿

せんでした︒毎年活動を

12

す﹂と話し︑不安になりました︒

16
にレクチャーを受け︑全員で
ճ

の影響が懸念されるため︑自
ղ

もよく考えれば︑どちらも自
ձ
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くものには大小さまざまなものが混

には毒性の強いものから弱いものまで

生活クラブの野菜の規格や栽培方法に

じっています。しかし、農家が栽培す

多々あります。放射能とその他のリス

ついて確認する会です。２月 27 日虹

る野菜は規格にあてはまらないものも

クを勘案して野菜を選択していくと、

の街本部にて立野園芸出荷組合の吉野

大量にあるという現実を知りました。

生活クラブにたどり着くと思います。

昭彦さんと吉野宏一さんを招き、目あ

同じ生産者として、また元シェフと

わせ会を行いました。土づくりから出

して安全農産物普及会の小川達也さん

荷まで、産地の特徴、農薬を極力減ら

は、「低量でも汚染されている可能性

ボディシャンプー

している取り組みを聞き、規格外の人

のある食品を食べなければならない現

は子どもが生まれ

参と里いもを実際に見ました。野菜の

状でできることは、産地や放射能レベ

てからベビーソー

規格には幅があり、私たちの手元に届

ルを公開しているものを選ぶこと。ま

プ と し て、 泡 状 ポ

た、よく洗ったり、皮をむいた

ンプ容器に詰め替えてお風呂場に置

り、下ゆでしたり、放射能を低

くようになりました。1 本で頭、顔、

減する食べ方で食することです」

身体を洗えて、洗い流す時にヌルヌ

と話しました。生活クラブの野

ルも残りにくいのが良いです。洗面

菜は減農薬と無農薬です。農薬

所でも同様の容器に入れて、ハンド

つ᱁እࡢேཧ

目あわせ会とは、生産者と組合員が

習志野支部消費委員長

山口かんな

ソープとして使用。洗濯前に小さな
シミをつまみ洗いするのにも使えま
す。泡立ったせっけんが少しだけす
ぐに使えるのがとても便利です。
まさ こ

花見川支部スタッフ

ᮾⴱࣈࣟࢵࢡⓎ

野瀬全子

ȖȭȃǯࢫՃᄂ̲

４月２日、東葛ブロックの理事・役
員研修を千葉市稲毛区園生町にある生

ティブ（Ｗ.Ｃｏ）まどれーぬが請負い、

ブ千葉グループの全体像が見えたよう

消費材を中心とした食事を提供してい

に思います。

活クラブいなげビレッジ虹と風で行い、 ます。

カフェもあり、素敵な場所ですので、
ぜひ行ってみてくださいね。

16 人が参加しました。研修の目的は

虹の街いなげは、デポー園生をはじ

生活クラブ千葉グループについて学習

め、惣菜・弁当・カフェのＷ.Ｃｏ San、

することと、いなげビレッジ虹と風の

託児ケアや福祉・生活に関する相談や

施設見学です。

調査、支援事業を行うＶＡＩＣコミュ

私のお気に入りは、

最初に、新保ちい子理事長から生活

ニティケア研究所、福祉用具のレンタ

香りのせっけん泡

クラブ千葉グループについて話を聞き

ル・販売などを行う（株）生活サポー

シャンプーです。

ました。岩上章子本部組合員事務局長

トクラブが入っています。

泡で出るので小さ

からは「ここは多面的に活動している

２階にある地域活動スペース虹は、

松戸南支部リーダー

田端知江

い子にも扱いやすく、ほんのりアプ

生活クラブを丸ごと体感できる場所で

組合員活動で企画を開催したり、地域

リコットとライラックの香り。今ま

す」といなげビレッジ虹と風について

の人が出会える場となったり、子ども

でせっけんシャンプーを利用してい

説明がありました。

の一時預かりを行う場となっています。

ましたが、小学生の子どもには泡立

風の村いなげは、明るくて木のぬく

研修を終えて、いなげビレッジ虹と

てが難しく、うまく洗髪ができませ

もりいっぱいの高齢者・障がい者の福

風は地域に根ざした拠点づくりをめざ

んでした。まだ合成洗剤の入ったシ

祉拠点。利用者が使いやすいように、

し、それが実行されているということ

ャンプーを使っている方は、まずこ

椅子やトイレの補助用机、手すりの場

がよく分かりました。今まで内容を実

の泡シャンプーを 1 本使ってみてく

所など細かいところまで配慮されてい

感できなかった福祉分野やユニバーサ

ださい。抵抗なく使えると思います。

ます。厨房業務はワーカーズ・コレク

ル就労などの理解が深まり、生活クラ

組合員事務局長

河嶋美保子
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２月 13 日、センター市原で CO･OP

くことが大切で、自分の思い描く生活

ＬＰ講座は現在 12 種類、仲間が５

共済の加入者を対象に、Ｗ.Ｃｏウィン

や終末のためにはお金も必要です。家

人以上集まれば開催できます。家計に

ディースープのランチ付きライフプ

計をきちんと把握して書き出すことで、 ついて考えるきっかけに、ぜひ皆さん

ラン ( ＬＰ ) 講座のセカンドライフを、 誰が見てもわかるようにしておくこと
３月８日はブロック全体に呼びかけ

も大切です。

もお近くで開いてみませんか。
上総ブロック理事長

久保貴子

て、エンディングプランを開催しまし

エンディングプラン講座の資料の一

た。講師はＷ.Ｃｏ生活クラブＦＰ（ファ

つであるエンディングノートを活用し、

私のおすすめは

イナンシャルプランナー）の会の鵜沢

自分の先々について書いておくこと

(有)王隠堂農園

孝子さん。

で、残された人に伝えることができま

の梅ドリンクです。

ブロック内で開催されるＬＰ講座の

す。そして「自分の財産をどうしたい

⏕ࡢ㟷ᱵࢆ◁⢾࡛

多くは、子育て世代に向けたものだっ

か、節目節目で見直すことも大切」と

ₕࡅ㎸ࡳࠊ⻏⻤ࢆࣈࣞࣥࢻࡋࡓ⃰

たため、今回はあえてシニア世代に向

鵜沢さん。

⦰ࢱࣉ࡛ࡍࠋ 夏はお酢と炭酸を

けた講座を企画しました。子育てがひ

混ぜて飲むと、体にしみていく感じ

と段落して、自分たちの第２の人生を

でスッキリします。元気が出る夏の

迎える世代の関心は高く、どちらの講

一杯です。もちろん、お酢抜きや水

座も 10 人を超える参加がありました。

で薄めてもおいしいですし、お湯割

セカンドライフ、エンディングプラ

りや、焼酎で割れば梅酒感覚で楽し

ン共に、自分がどんな暮らしを誰と送

めます。自分の好きな飲み方を見つ

りたいか、どんな終末を迎えたいのか、

けることも楽しいですよ。

というビジョンをしっかりと描いてい

ୗ⥲ࣈࣟࢵࢡⓎ

市原支部消費委員

村越理絵

˱̽ࠊෞᝲဃޒ

１月 28・29 日にイオン臼井店３

協のわかめを配りました。また、話を

方と話をして生活クラブを知ってもら

階で佐倉市消費生活展が行われまし

聞いてくれた方に日本果実工業（株）

い、地域に広めていく良い機会なので、

た。佐倉西支部は毎年出展しています

のみかんジュースの試飲や二葉製菓

今後も消費生活展に参加していきたい

が、今年のテーマは「食品の放射能汚

（株）ののど飴などを配りました。市

染について」。放射能の影響は子ども

販の 100％ジュースと違って酸化防

の方がより受けやすいこと、生活クラ

止剤が入っていないことや、他の消費

ブの検査体制等を模造紙にまとめ（写

材についても不要な添加物を使ってい

ヱスケー石鹸（株）

真）、掲示しました。

ないことを伝えました。ジュースを飲

の固型せっけんを

んだ人たちは、「砂糖の甘さじゃなく、

愛 用 し て い ま す。

みかんの酸っぱさがあっておいしい

成分は純せっけん

アンケートに答えてくれた方には、
震災復興の願いを込めて岩手県重茂漁

ね」とか「懐かしい味がする」と。
皆が気にしているテーマだったので、

と思います。
佐倉西支部リーダー

田中めぐみ

分 98％、グリセリン２％と体に優し
いせっけんなので家族みんな安心し

さまざまな方が興味を示して話を聞い

て全身洗えます。お風呂や洗面所は

てくれたと思います。脱原発の署名も

もちろん洗濯にも最適。食べこぼし

呼びかけ、たくさんの署名が集まりま

や泥汚れもガンガン落ちますよ。無

した。米澤製油（株）生産者交流会へ

添加だから台所の布巾やまな板を洗

のお誘いも行い、一般の方が３人参加

うのにも食器洗いにも good ！欠か

してくれることになりました。

せないのでいつも班の箱買いを利用

資料づくりや実行委員会などもある
ため、準備は大変ですが、いろいろな

しています。
東総支部消費委員

小高有理
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鶏卵学習会
ᯘ㎰ሙࡢᯘㄔ୍ࡉࢇ

機械洗浄、送風乾燥します。これまで

け、首長の協賛メッセージなどをもら

雨の日などは手作業で拭き取っていた

う活動です。毎年行っていますが、ぜ

ため、農場の負担は減ったそうです。

ひ今年も有意義な意見交換を行ってほ

包材の紙パックは 1 回限りの使用と

しいと思います」と説明がありました。

なり、班配達用のコンテナやトレーも

エコーレアはヱスケー石鹸（株）の

洗浄されます。

子会社で、社名はエコロジ―と常緑樹

４月以降の暑い時期は 20℃前後の

コーレア（別名をクリスマス・ベル、

定温で配送されますが、配達されてか

花言葉は信頼）の造語。コーレアは容

２月 20 日に虹の街本部で千葉消費

らの管理は組合員の責任です。家庭で

器にも描かれています。エコーレアの

委員会主催の鶏卵学習会を開催しまし

の保存は清潔な容器に入れて必ず冷蔵

基礎化粧品は、せっけん生活を送る人

た。60 人が参加し、鶏卵を供給する

しましょう。

や肌にトラブルを持つ人が使えるよう

農事組合法人旭愛農生産組合の養鶏に

卵の供給が止まった時期、市販の卵

に、安全・安心・健康に配慮してつく

ついて、鶏卵をめぐる社会的状況を踏

も買ってみました。
「もみじ」をこだ

られています。パラベン、フェノキシ

まえながら学習しました。

わりの餌で飼育と表示されていました。 エタノール（防腐剤）、鉱物油、香料、

1 戸当たりの飼養羽数が数十羽の庭

高価な銘柄卵ですがその表示を信じる

タール系色素の５つは、たくさん使う

先養鶏から大規模養鶏へと変遷する

以外一消費者に確認はできません。生

と肌荒れを起こすため無添加。
「自然

間に、国産鶏種は６％、飼料自給率

産者の顔が見える生活クラブの卵。こ

治癒力を高めるために大切なのは、ま

は 11％まで減ってしまいました。少

れほどの安心はないことを再認識しま

ず汚れを落とし（洗顔）
、肌にうるお

ない餌でも早く大きくなり毎日卵を産

した。大切につくられた卵を大切に食

いを与え（保湿）
、乾燥や紫外線から

む外国産鶏種に人気は集中。抗生物質

べていきましょう。

肌を守ること（保護）です」と倉橋さん。

やワクチンを大量に投与し、ウインド

上総ブロック組合員事務局（消費担当）

レス（窓がない）鶏舎はまるで工場の
ようです。市販の卵はこうやって価格
が安く維持されています。一方、旭愛

西原和代

せっけん学習会

洗顔石けんや美容液などの成分や使
い方について、詳しく説明がありまし
た。洗顔は「必ず手と顔の間に泡があ
る状態で包み込むように洗顔すること

農では日本の気候に合い健康に育て

が肝心です。洗顔泡立てネットを濡ら

られる純国産鶏種の「さくら」
「もみ

し、ネットの間でせっけんを数回こ

じ」が選ばれています。0 日齢のヒナ

すったら、後は水をつけずに泡立てる

から飼料用米を添加した自家配合飼料

のがポイント。パウダーの場合はネッ

で育て、野鳥の侵入を防ぐ防鳥ネット

トを半分に折って、さらに時間をかけ

で保護された開放型の明るい２段ケー

て泡立ててください」とホイップク

ジ。親鶏が育てられている環境を見れ

リームのような泡立てを実演。合成

ば、ここの卵が食べたい！そう思うの

ࠉ４月 23 日、虹の街本部で環境役員

シャンプーからせっけんシャンプーへ

ではないでしょうか。

会主催の、せっけん学習会 by エコー

の切り替えにはエコーレアシャンプー

今回サルモネラ菌に由来すると見ら

レア（株）が開催されました。エコー

が最適、とも話しました。

れる事故を受けて、更に防疫管理を徹

レアからは取締役営業推進部長の倉橋

底しました。サルモネラ菌に感染して

滋子さん（写真左）と購買物流の倉橋

を受け数値で示される肌の状態に一喜

いない証明書付きのヒナの導入、餌の

明伸さんを招き、参加者は 33 人。

一憂。肌へのアドバイスももらいまし

検査。日齢の同じヒナを同時に入れて、

はじめに環境担当理事の榊原樹子さ

お話の後には全員が肌診断（写真）

た。希望者は頭皮診断も受けました。

飼育が終われば同時に出す「オールイ

んは「せっけんと合成洗剤は構造から

最後に倉橋さんは「ハミガキや洗顔

ンオールアウト方式」は既に実施され

して全く別のもの。最近は本物のせっ

料、シャンプーは私たちが毎日水に流

ていましたが、鶏舎の入口に踏み込み

けんが少なくなってきています」と話

すもの。意識して環境への負荷が少な

消毒槽を設置し、一方通行の作業ルー

しました。

いものを選んでください」と、自分の

トを徹底。100 日齢以下の若鶏にサ

同理事の小畑聖子さんから、７月の

肌だけでなく環境のためにも、できる

ルモネラワクチンを投与。最大の変更

シャボン玉月間前の行政訪問について

だけ有害な成分の入っていないものを

点である洗卵方法は、一般的な次亜塩

「５、６月に市役所などを訪ねて合成

素酸ソーダは使用せず温水とブラシで

洗剤ではなくせっけんの使用を呼び掛

選択する大切さを伝えました。
（畑古恭子）

 ࢥࣝࢨ ᖺ  ᭶  ᪥1R

ƨƷưᚾƠƯǈǑƏƱ࣬ƍǇƢŵ

̅ƍƨƍƱ࣬ƍǇƠƨŵųųᲢǈȸƶᲣ

ᲢƳǈǓǜᲣ
ȴǣȜȳƷǪȪȸȖǪǤȫƷឋƷᑣƞ

ǳȫǶȢȋǿȸƔǒފƍƨॖᙸȷ
ज़ेǛਫ਼᠍ƠǇƢŵ

 ࠰  உӭǛᛠǜư
ኵӳՃƷщưưƖƨǛᛠǜưŴƋ

ǪȪȸȖƷԼᆔǍཎࣉŴǪǤȫƷԛƷ

ƕǑƘЎƔǓǇƠƨŵཎƴǨǭǹȈȩ

ᢌƍƳƲŴИǊƯჷǓǇƠƨŵǨǭǹ

ȐȸǸȳǪǤȫƷܭ፯ƕᐻԛขƘŴǪ

ȈȩȐȸǸȳǪǤȫƴƭƍƯŴᨥᙹ

ȪȸȖǪǤȫƱσƴဃƖƯƍǔഭӪƷ

ƱଐஜƷᙹƷࠀǍŴଐஜưƷᘙᅆ

ขƞƕܭ፯ƷӈƞƴӒପƞǕƯƍǔ

ƷɧᄩƔƞƴᭃƖǇƠƨŵ࣋ࡁƠƯǪ

ƷƩƱज़ơǇƠƨŵȴǣȜȳƷᣒʟƞ

ȪȸȖǪǤȫƴƭƍƯܖƼŴኵӳՃƴ

ǜƷˁʙƴݣƢǔྸࣞǍᛍǓƕज़ơǒ

ᑣឋƳෞᝲǛފƚǔƱƍƏဃငᎍƷ

ǕǔȡȃǻȸǸǋᑣƔƬƨưƢŵȈȞ

ჇઋƳӕǓኵǈƕˡǘƬƯƖǇƠƨŵ

ȈǹȑǲȆǣƷȬǷȔŴʻࡇᚾƠƯǈ

ųᲢǄȸǓȸᲣ ǇƢᲛųųųųųųųųųųᲢཀྵએᲣ

ǇǓɭ᧓ƴƸჷǒǕƯƳƍƚǕƲٻƖ
ƳɟഩƩƱ࣬ƍǇƠƨŵʻŴࡅƸٻ
ҾႆƷϐᆙѣƴӼƚƯ࣏രưƢŵ
žǇ

Ჯ᩿ƷžᅶƷǨǳȩǤȕ᳸ǨǳƝƜǖſ ᏮҾႆƷǨȍȫǮȸǛǊƟƢȢȇȫƷ

ƣኺฎƋǓƖᲛſưᎋƑƨǒϐᆙѣǍ

ƳǔǄƲ᳸ŵƨƠƔƴŴᩋƷଐƴૼᎥ

ƻƱƭƱƠƯŴኵӳՃƷщưưƖƨ

ǉƳƠƔǋƠǕǇƤǜƕŴƦǕǛᚩƠ

ǛѼǜưƍǔȝȪᘥǋǯȪȸȋȳǰฎ

ŵෞᝲƩƚưƳƘŴᩓൢǋᅶƨƪ

ƯƍƍƷưƠǐƏƔŵܤμƴǒƠƨ

ǈƷǛᙴƏᘥǋŴƝǈᘥƱƠƯϐМ

ƷưƭƘǓŴσӷទλưƖǔǑƏƳ

ƔƬƨǒŴүᨖƳǋƷǛԁƠƯƍƘŵ ဇưƖǇƢƶŵᧈ࠰ǨǳȩǤȕƱƸᆉ

ˊƕଔƘஹǔƱƍƍƳƋäƱ࣬ƍǇ

ƦǜƳžဃǯȩȖſȠȩƕžҾ܇щſ ᢒƍǒƠǛƠƯƖƨᅶǋŴஇᡈƝǈ

ƠƨŵųųųųųųųųųᲢƏƞƜᲣ

ȠȩƷૠǛឬƑƨǒᏮҾႆƕӧᏡƴƳ

ረƴȝǤƢǔЭƴŴƪǐƬƱᎋƑǔ፼

ǔƩǖƏƱ࣬ƍǇƠƨŵųᲢƓǕǜơᲣ ॹƕƭƍƯƖǇƠƨŵဃǯȩȖǛڼ

ЭƴŴኵӳՃː᧓Ʒ᧓ưž˂Ʒဃңǈ

ǊƯƔǒŴჷǒƣჷǒƣƷƏƪƴᑻဃ

ƨƍƴ፻ᡵƴஹǕƹƍƍƷƴƶŵᲬᡵ

ǪȪȸȖǪǤȫƱƍƑƹǤǿȪǢƩƱ

ƑƯƖƨᅶƷǨǳƝƜǖŴٻʙƴᏋƯ

᧓ƝƱƬƯဎᡂǈǋሥྸǋ٭ٻǑƶſ

࣬ƬƯƍƨƷưŴǮȪǷȣငƱᛠǜư

ƯƍƜƬƱŵųųųųųųųᲢǨǺȟᲣ ƱƍƏᛅǛƠƯƍǇƠƨŵƕŴƳƥᲬ

ᭃƖǇƠƨŵǤǿȪǢƸܤƍǪǤȫǛ

ᡵ᧓࣏ᙲƳƷƔƕ᩼ࠝƴǑƘྸᚐưƖ

ෙٳƔǒλƠϋưƼǜᛄǊƠƯ

ᅶǋࠋȊȗǭȳǛ̅ƬƯƍǇƢƕŴጮ

ǇƠƨŵƜƷᲬᡵ᧓ƕŴဃǯȩȖƷ

ЈƠŴλǋЈǋٶƍƱИǊƯჷǓ

ǓᡉƠ̅ƑǔƷƱŴƝǈƷЪถƴƳǔ

̬܍૰Ǜ̅ဇƠƳƍᑣឋƳෞᝲǛᚰ

ǇƠƨŵǇƨŴǪȪȸȖǪǤȫƸௐܱ

ƱƍƏƜƱƘǒƍƠƔ᪽ƴƋǓǇƤǜ

ଢƠƯƍǔƷưƢƶᲛƜǕƔǒƸƍǖ

ƔǒǛǔƷưǪȪȸȖƷௐ൬ƦƷ

ưƠƨŵዪƷఎؔƴƸƨƘƞǜƷᕤԼ

ƍǖپƠƯᲬᡵ᧓ƷဎƠᡂǈǛಏ

ǇǇưƋǓŴ੬ƛཋƴƸஇᢘƱƷƜƱŵ ƕ̅ǘǕǔƱƍƏƜƱǛჷǓŴǪȸǬ
ʻǇư੬ƛཋƴƸ̅ƬƨƜƱƕƳƔƬ

ȋȃǯǳȃȈȳእƷǋƷǛƜǕƔǒ

ƠǜưƍƖƨƍƱ࣬ƍǇƠƨŵ
ųųųųųųųųųųųųųᲢƪǐƼᲣ

４月理事会報告

に藤川太さんによる「震災でわかった本当

場・
（株）平牧工房の消費材で「平牧セット」

１.2011 年度に組合員対話の場として実施

に重要な保障設計」を開催します。

をつくり、7 月まで友人紹介用として活用

した秋の集いは 84 回開催で 996 人参加、

４. 放射能自主基準値決定に向け、これま

することに決まりました。

次年度方針案を討議する場である地域集会

での検査実績・成果・今後の方向性などを

３. 生活クラブ風車の稼動を記念し、千葉

は 101 回開催で 672 人の参加でした。

含む資料が作成され、多くの組合員と共有・

でも 8 月 25 日に旭市の市民風車「かざみ」

２. エネルギー消費のあり方や生活スタイ

検討していくことが確認されました。

の建設地でオープニングイベントを開催す

ルの転換を考えるきっかけとして取り組ん

５月理事会報告

ることが決定しました。

でいるエコライフ家計簿。今年は、エコラ

１. 第 36 回通常総代会に向けて、議案書

4. ＴＰＰ問題について学習する資料とし

イフの達人節電キャンペーンとして応募用

を作成し確認しました。

て、ＤＶＤ『知ってますか？ＴＰＰの大ま

紙での参加もできます。

２. 春の組合員拡大キャンペーンの中間総

ちがい』を購入し活用することを決定しま

３. くらしの見直し講演会は、7 月 13 日

括を行い、追加補強策として（株）平田牧

した。

編集後記

高橋徳治商店の高橋

社長が︑石巻からカ

ンパと支援のお礼に

本部を訪問︒変わら

ない消費材の味とは

Ma

裏腹に癒えることの

ۻᮏ⣬ࡣྂ⣬⏕⣬ࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋKWWSZZZFKLEDVHLNDWVXFOXEFRRS
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ない思いがあった▼

3,196 人）

としてコルザモニ

6,912 人

ターをしてくれた社

( ４月末現在 ) （We

総組合員数 38,374 人
㹇 17,130 人 デポー 11,136 人 経済共済

長︒再開切望︒︵

４月組織報告総供給高 615,023,939 円
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ƖǎƏǓ

ᠾʙኵӳඥʴųଖग़ᠾဃငኵӳų
ᲢဃငᎍǑǓᲣ
生活クラブと
は 1978 年に
鶏卵から、青
果物・米と提
鈴木貴久さん

携を拡大して

きました。理念は「食物は生命の素」。
旭市と連携、鶏糞を農産物の肥料とし、
栽培した米を飼料用米として鶏の餌に

ƖǎƏǓƷșȸǳȳ໓Ǌ

ĭƖǎƏǓǛƟƘЏǓƴƠƨǋƷǛь
ųƑƯŴƖǎƏǓƕƠǜƳǓƠƨǒ້

配合するなど地域循環に努め、若手や

材料（２人分）

ųǛഥǊŴطǳǷȧǦƠǇƢŵ

新規就農者の積極的な参加をすすめて

ƖǎƏǓᲬஜųǹȩǤǹșȸǳȳᲬ

ᲤƖǎƏǓƸƞƘƬƱƠƨज़ƕസǔ

います。

ƴǜƴƘᲫ༾ųطǳǷȧǦᢘ

ᆉࡇƴ໓ǊǔƷƕǳȄŵϬǊǔƱșȸ

作り方

ǳȳƷƕǇƬƯƠǇƏƷưŴภƔ

ミニトマト・大根・人参・さつまいも・

ĬǛλǕƣƴŴภǊƨȕȩǤȑȳƴ

ƍƏƪƴƲƏƧŵ

レタス・根生姜・ブロッコリーなど

ųჺώƴЏƬƨșȸǳȳǛλǕƯ໓Ǌ

ᲤƖǎƏǓƸ  ˌɥƕ൦ЎưƢŵஇ

ųǇƢŵǈơǜЏǓƠƨƴǜƴƘǛь

ᡈƷᄂᆮưᏢឋЎᚐᣞእǛԃǉƜƱƕЎ

ųƑŴșȸǳȳƔǒЈƨƴᬐǓǛ˄

ƔǓŴදႸƞǕƯƍǇƢŵ˳ǛϬǍƢƷ

ųƚǇƢŵ

ưٰƴƸᆢಊႎƴǂƨƍᓔưƢŵ

ᲢɼƳ˺˄ƚԼႸᲣ

元気クラブは「食と農を大切にする社会つ
くり」をめざし協同する千葉県の生産者グ
ループで、現在 11 団体が参加しています。

