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2022年 6月  発行 理事会

生活クラブ生活協同組合

〒52牛0044守 山市古高町 110番地 8

077-514-2028 組合員数 3172 名

インスタ

フォローしてわ ′

今年の父の日は、焼き肉パーティーで決まりI

▼
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父の日に焼肉はいかが ?

焼肉と一緒に、たまねぎ、人参、などの野菜やきのこ類、ウィンナー、キムチも添えて

焼き肉ワンプレートランチもオススメ !

外食するよりお財布にも優しい▼ しかも焼くだけなので簡単υ

お肉の味ももちろん美味しいよ～③

最近焼肉屋さんで【国産牛】という表示をみかけます。でも国産牛とは、全肥育期間中で日

本国内での肥育期間が国外肥育期間に比べて長い牛のこと。この基準をクリアすれば、外国

で産まれ飼育した牛を、日本へ輸入し育てても【国産牛】となるのです。

生活クラブの牛肉は飼育から加工まで国内で行つています。

和牛は熊本で、測上さんと麻井さん、2つの生産者が育てています。

飼料の牧草や干し草は北海道内で自給し(牛の堆肥で牧草を育てている生産者もあります)、

肥育期に与える酉己合飼料のトウモロコシと大豆かすは遺伝子組み換えでないものを使用。肉

骨粉や発ガン性が疑われている成長促進ホルモン剤は一切使用していません。

牛肉を食べるなら、誰が、どこで、どのように作つているかわかる生活クラブの牛肉を選ぼう!

【24週 (6′13～ 17)配達分は和牛利用普及キヤンペーン】

和牛焼肉ファミリーセット300gは 1916円 →1793円 に▼

他の和牛も割引されます。この機会に注文しよう !
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I◆を 感量＼生活クラプでん恐で/特  ヂが撃

サステイナカレな未来をつくりませんか
食べるものと同じように、電気も選ぼう!

生活クラブでは、サステイナブルな未来をつくるため、使う電気を激らすと同時に原

発やイヒ石燃料に頼らない社会をめざしています。そんな社会を実現するために2016
年から始まつた 【生活クラブでんき】。電気会社なのに節電を第一に掲げているのが

生活クラブでんきのオススメポイントの一つご

元ノマぁる大手電力会社が有利になる法律改正などの所響もあり、最近は新電力会社の

倒産のニュースもよく目にします。食べ物と同じように、わたしたちが選ばなけれ

ば、消えてしまうのです。

【生活クラブでんき】に加入すると、消費材 1000円分キャッシュバック !

さらに 10月 まではWキャンペーン中 !1000円 分キャッシュバックに追加して、1

ページで紹介した不□牛焼肉ファミリーセットプレゼント、または、さらに 1000円キ

ャッシュバックが選べます !暑くなる前に、生活クラブでんきにスイッチングしよう1

☆☆☆☆NO―NUKES委員会企画イベントのお知らせ☆☆☆☆

7/10(日 )守山市うの家にて 【映画『おだやかな革命』上映会】

自然エネルギーによる地域再生。これからの時代の「豊かさ」を巡る物語。

みんなで見よう 1考えよう !詳 しくは後日配布チランをチェック !

★竜王ローカルメンパーズ結成★

湖東地域で、東近江市、日野町に続き、竜王町□―カルメンバーズが

活動開始!竜王町にあるひだまり学合で学区会を開催していきます !

竜王町の皆さん、学区会のチラシをチェックしてね③お反達も一緒に参加して、竜王

町の仲間を増やしていこう !他の地頭の皆さんも学区会のお知らせを見て参加して

ね !

☆Rびん、返 してね !☆

牛子とやジュース、調味料が入つているびん。①のマークがついて

いるものは財す返却しよう !返す時は洗つて

女輻路蜂鎮階轟絡:ll吏い終わつたらすぐ洗おう1)ラベルを剥が
糊脇静 (1′ 報競貯  して(無理にはがすと傷がつくのではがせるだ

二■■■二社嗚 けでOK☆ )乾かしてね!またケチャップやマヨ

罐繁畿I:11竜蟄撻量を渥ご写愚行盈二畳と遭星客召なF三当E与るの
ばリユースできる回数もl曽えてC02削減にもつ
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ながります。週 1

回びんを返せるからお家に空き瓶がたまることも少なくなつて嬉しい(A八 ♪
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Ql ゴミ問題に関心があり、特に日ノマ多く消費されるプラスチックゴミはなんとかならないかと感

じています。

エスケーせっけんの液体せつけん類ですが、間い合わせたところ、生活クラブ内で意見が多ければ瓶

入りを採用検討してもらえるそうです。プラゴミの削減になりますので、ぜひ要望を出してもらいた

いですが、可能でしょうか。

Al プラゴミを瓶にすることでプラスチックゴミは減るかもしれませんが、この瓶もリユース (再

利用)せず、ワンウェイ (¬ 回だけ使う)のものならば、廃棄物としての環境負荷はプラスチックよ

りも多くなります。液体せつけんの容器は大きいですよね。粉せつけんの袋でしたらゴミの容量は減

ります。粉せっけんに変えてみるのもありではないでしょうか。わたしたちがゴミ問題を者えるとき

には、3R(リデュース・リユース。リサイクルlを基本にし、おおぜいのわたしたちが、そしてわたし

たちひとりひとりができることとあわせて考えていきたいですね。

びわ湖環境委員会ではプラスチックを減らすために何ができるか者えています !

ますは一度参加して一緒にお喋りしませんか?^^☆

リユースびんを使う仲間を増やして脱プラ !!東近江市□―カルメンバーズ主催

1マイクロ写稼 千ックストー日f―上嶼会 ,3/,(同 )能登 IIIコミセンにて開催予定『

◆回はどこの地頭の組合員も、もちろんお反だろも参加できます !参加費無料υ

夏体み、子どもも大人も一緒に参加してね☆☆詳細は後日配布のチランを見てねυ
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Q2 レトル ト食品の食べ方について質問します。消費材によって、「あたためて食べる」「そのま

ま食べられる」となっていますが、レトルト食品は全て常温で食べられるものなのでしょうか?子ど

もに食べさせる時や (結局冷ましてしまいます―・)災害時の食べ方の参者にしたいものです。

A2 レトル ト食品は、高温で殺菌したものですので、冷たいままでも危険な食べもので

はありません。では、なぜ、そのまま食べられると表記されているものとそうでないものがあるのか、

温めて食べてねとあるものが多いのでしょうか。

それは、常温で保存しているときに、あの銀色の袋の中で油分などが分離するからのようです。温め

ることでそのような分離がなくなり、例えば、カレーのルーがおいしく食べられる状態になるようで

す。そのままでも食べられますというものは、常温で保存しておいても分離などしないもので、冷た

い状態でも袋に詰めた状態のままでてきますよというもので、温めるのは、冷たいままだと油分など

が分離した状態で出てくるのでおいしくないのではないかな～というものと判断できると忍います。
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全国で扱っている消費材は、生活クラブ連合会のホームページから放射能検査結果がわかります。

関西のみで扱っている消費材については結果が分かり次第、さぎなみでお知らせします。

【4月 】

生産者 対象消費材 産地 実施日 検査機関 Cs134 Cs137 セシウム合計 対象

ウィンナークラブ パクパクウィンナー 徳島 4月 7日 株式会社 日吉 ND/10 ND/10 ND/20 6

6

6

ウィンナークラブ 豚 肉 徳島 4月 7日 株式会社 日吉 ND/1.0 ND/10 ND/20

丸本 鶏肉 (ム ネ肉) 徳島 4月 25日 連合会 ND/10 ND/1.4 ND/24

☆6ロスケジューfb☆

日 月 火 水 木 金 土

1 2

野ン‖市学区会

3 4

5 6 7 8 9 10 11

よしず編み

ワークショップ
」UNKAN委 員会

wS、 くしま WEB交流会

リフレッシュツアー

委員会

12 13 14 15 16 17 18

中期計画推進会議
びわ湖環境委員会

NO― N UKES委 員会
理事会

19 20 21 22 23 24 25

総代会 &

たすき星設立総会
東近江市学区会 理事会

26 27 28 29

生理の貧困

ナプキン袋詰め作業

30 州

/1
マルダイ石鹸工場

見学

。日野町学区会

・DVD鑑賞会

NO― NUKES委 員会

6月 20日 (月 )大津市ピアザ淡海にて総代会開催します !

総代会後 13:00～ワーカーズたすき星設立総会(仮称)が行われます。設立総会は総代ではない組合員も参加でき

ますよ☆ ワーカーズって何 ?どんな活動をしているの ?気になる方、来てねυ

☆キ_ど書〕 きもた。お悩みえバッと解漁コー十一☆

質問や、お悩みを募集 !切 り取って、配送担当にお渡 しください。

お名前 (               )

さざなみにお名前を掲載 してよろしいですか はい  。 いいえ ペンネーム希望 ⇒
4

)


