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2011年度活動テーマ

発酵食品で放射能に打ち克つ健

康づくり。人々の協同で被災地

復興と大地再生。

 発酵と復興

【家族の健康を預かるお母さんのための発酵講座】

　放射能に負けない身体作り・・・免疫力強化に向けて
　「放射能勉強会」（全13ヶ所 総計240人参加）に続いて

「発酵食品講習会」
地区キャラバン隊

を開始します！（11月下旬～1月末）

 試食
 展示

 学習

○放射能に打ち克つ家族の健康づくりを

推進するために、生協職員が発酵食品

を持って地域を巡回します。

○供給地区担当もお声かけしますので「み

んなで集まってやってみよう」と日時・場

所を決めて申し出下さい！

○まだ組合員でない友人・知人もさそって

生協の仲間を増やしましょう！我孫子市　アビスタ11/30（水）

取手市 ゆうあいプラザ　／柏市　増尾近隣センター11/29（火）

柏市　光が丘組合員宅11/25（金）

つくば市　小野川交流センター11/24（木）

守谷市　常総生協本部　／　柏市　組合員宅11/22（火）

我孫子市　天王台自治会館11/21（月）

（すでに日程が決まったところ）

【ものづくり、人づくり、地域づくり】　震災・原発事故から半年

【年末・年始の配達予定】

○年末・年始は変則の供給となります。

　右表の通り、

　 12月4回　12/25（日）～27（火）の3日間　

　 12月5回　12/28（水）～30（金）の3日間

　   1月1回　1/5（木）～7（土）のの3日間

○注文書の配布・回収も２週分の回収が続

きますが、どうかご協力をよろしくお願い

いたします。

　

【原発・放射能汚染のない社会づくりに向けて】

12月１１日（日）13:00、つくばセンター広場に集合！

集会とハイロ（廃炉）パレード
東海第２原発の廃炉を求めてゆきましょう！

【日時】2011年12月11日（日）　13:00～16:00

【集合】つくばセンター広場　　　　　雨天決行
（茨城県つくば市吾妻1－10－1）

TXつくばエクスプレスでつくば駅下車徒歩3分。

お車でお越しの方は周辺有料駐車場をご利用ください。

13:00　集会

サプライズゲストのお話や演奏、お母さんやお父さ

んなどに「脱原発」への想いをお話しいただきます。

14:00　パレード 出発　　　16:00　終了

プラカード・楽器の持込み、仮装など大歓迎！もちろん手ぶら

でもOK。テーマカラー黄色を身に着けて。会場でプラカード作

りもできます。

（パレードコース）

つくばセンター広場 →北側バスターミ

ナル階段を降りる→クレオ前→デイズ

タウン・竹園公園→警察前→合同庁舎

(元法務局前)→つくばセンター

【主催】脱原発ネットワーク茨城

　　　　12.11アクション実行委員会

【同時開催】有機無農薬野菜や飲物･軽食の販売

　オーガニックファーマーズ･マーケット（10:00～16:00）

日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 1 2 3
11月 11月５回お届け

（注文書は12月１回分を提出）

4 5 6 7 8 9 10
12月１回お届け

（注文書は12月２回と３回の２回分を同時提出）

11 12 13 14 15 16 17
12月２回お届け

12月 （注文書は12月４回と５回（おせち）の２回分を同時提出）

18 19 20 21 22 23 24
12月３回お届け

（注文書は１月１回と1月２回の２回分を同時提出）

25 26 27 28 29 30 31
←12月４回お届け→ ← おせち（12月５回）  → 休

月火ｺｰｽ水木ｺｰｽ 金ｺｰｽ 月火ｺｰｽ水木ｺｰｽ 金ｺｰｽ

1 2 3 4 5 6 7
1月 休 休 休 休 ←１月１回お届け→

月火ｺｰｽ 水木コース 金コース

【年末・年始の配達予定】

常総生協「脱原発くらし見直し委員会」（第４回）
委員に登録されていない方でも自由参加歓迎！

　　　12/１（木） 10時～午後1時　生協本部１Ｆ会議室
　（議題）1.「黒部先生講演要旨・Ｑ＆Ａ」かわいいパンフレット配布計画

　　　　　2. 県知事への署名提出、東海村・村上村長訪問 報告と近隣市町・水戸市訪問の件

　　　　　3. 東海第二原発差止訴訟 訴えの論点にかかわる勉強会（訴状案を材料に）　

【東海第二原発】組合員からの激励メッセージ～東海村・村上村長からのお手紙が届きました（中面）

２年の四季を経て、香りと旨味・色 発酵のﾊｰﾓﾆｰ。アツアツご飯にのせて、料理の隠し味に！　　

今週12月1回ｶﾀﾛｸﾞで　『醤油もろみ』 ついに登場！

【恐ろしい話しが公然と語られている】

　東海第二原発差止訴訟の訴状を書き始めています。生存権、健康で文化的生活の保障という基本的人権

を柱にする予定ですが、11/1に原子力安全委員会で確認された防災指針ワーキンググループによる「防災対

策地域の考え方」を紹介します。

　シビアアクシデント時、原子炉から半径5kmの範囲では48時間の被曝で数時間以内に死亡する可能性があるので放

射性物質が放出される前に避難しなさい。二度と故郷には戻れないことも覚悟しておきなさい。30kmの範囲では48時

間で50～500ミリシーベルトの被曝を越えない地域なので早期死亡リスクを低減させるために数時間以内にホットスポ

ットを特定して避難しなさい。50kmまではプルームが追いかけてくるのを覚悟してあらかじめ安定ヨウ素を飲みなさい。

30km以上の区域では48時間で50ミリシーベルト以上の被曝にはなることはないので、住民は50ミリシーベルトまでは

受忍してガマンしなさい。（原子力安全委員会・防災指針検討ワーキンググループ　2011年11月1日）

いったいいつ、私たちは50ミリシーベルト以内（48時間）であれば浴びても仕方がないと認めたのでしょうか？



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●お醤油は「旨味・香り・色」がポイント

　お醤油は、大豆タンパクが菌による発酵で分解され

た「旨味」（アミノ酸）とともに「色素」を作り出すこと。

そして炒った小麦のデンプンから発酵過程を通して「

香り」を醸し出すところがすごいんです。

●「色」　醤油の褐色は「抗酸化物質」

　このニュースは白黒印刷なのでわかりにくのですが

、今週カタログ11ページをぜひご覧下さい。

　１年熟成の醤油もろみ色と、２年熟成の色を比較し

てみて下さい。全然違いますでしょう。醤油や味噌は

発酵熟成中に多量の褐色色素を産生します。醸造過

程で作られるこの高分子褐色色素を「メラノイジン」と

言います。メラノイジンには強力な抗酸化作用があり

、さらに食物繊維類似作用も持ちます。味噌も２年も

のになると黒くなるのも同じです。

　放射線によって発生した活性酸素種によって細胞

膜が酸化される前にこの色素が先に酸化される

ことで「抗酸化作用」を発揮します。

●「香り」も文化と抗酸化機能

　京の都から下りものとして東国（関東）に伝わ

った醤油でしたが、関東の畑で普通に作られて

いた小麦を原料にしたのは銚子の醤油屋さん。

原料コスト削減のつもりだったのかもしれません

が、これがまたすごい知恵でした。

　炒った小麦を醤油に原料に加えて香りを出し、

江戸前に上がる魚の刺身や寿司を醤油の香り

のハーモニーと共に楽しんだのは江戸文化。

　炒った小麦のαデンプンを麹菌の酵素アミラーゼが

糖類に分解し、酵母が引き継いでアルコール発酵で

香りを醸し出す。この連携プレイ！

　この香り「フラノン」という香気成分も活性酸素抑制

作用・抗がん作用があることで知られています。

　発酵し熟成している元気な醤油・味噌には抗酸化

作用・抗がん作用があります。

●麹菌・乳酸菌・酵母、そして多様な幕下菌

　醤油の「旨味・香り・色」こそ、「麹菌・乳酸菌・酵母」

の基本形（下の図）に加えて、四季折々に活動する

多様な「幕下菌」（人間が単離培養できないたくさん

の菌）が織りなす発酵ワールドです。

　菌を単用する発酵食品ではなく、複合的な菌の発

酵過程におけるリレーと協同を巧みに生かした醤油

や味噌は、その総合力の点で世界に冠たる食品とい

って自慢できます。 食文化が育んできた本来の味わ

いや香りというものは、実は「身体に良い」機能を選

び取る人間の本来的能力なのかもしれません。

　今週は「醤油もろみ」で醤油の旨味・香り・色を感じ

て下さい。アツアツご飯に、料理のかくし味に、個人

的にはたまごかけご飯にまぜて。今やスイーツにも使

われているとのこと。

　中刷りで組合員による「もろみ活用法」「レシピ」紹

介されていますのでぜひ参考に。

生協の本物の食材しっかり利用して身体の力をつけ

て下さいネ！

【放射能に負けない身体づくり・・・発酵と放射線】

島田さんの丸大豆を原料に、２年の歳月を経て『天然醸造ＪＯＳＯオリジナル生醤油』 年明けから供給開始予定！

今週は先行して「醤油もろみ」を供給

　今わたしたちは今までの数倍の放射線を内外から浴

びる「低線量・長期被曝」の状況におかれています。

　これまで、低線量放射線によって

①「活性酸素種」生成による細胞損傷

②細胞分裂速度・放射線感受性に対応した腸管上皮細

胞や免疫細胞の損傷

③ＤＮＡ損傷の修復系と、ガンのイニシエーション

などを紹介し、免疫力の要である腸管免疫～放射線に

よって弱った腸管上皮細胞や免疫細胞の力を取り戻す

ために菌を取り入れることについてお話ししてきました

が、今週からはさらに、個々の発酵食品の生理活性作

用（抗酸化作用、抗がん作用）についても紹介してゆき

ます。今週はお醤油について。

 【組合員メッセ－ジに村上村長さんからのお手紙】

「お一人お一人が原発事故、放射能汚染に対して
自分の言葉で語られていること」心強く

「心に沁みる言葉の数々、心底勇気づけられました」
－　戦いはこれから、どうか更に更に同志を募って前進あらん　－

「もろみ」の中から

噴火口のようにプク

プク！すごい力で

す。これを二夏経験

しました。

発酵はおもしろい

！楽しい！

（生協本部の醤油

桶にて）
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【家族の健康を預かるお母さんのための発酵講座】
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○放射能に打ち克つ家族の健康づくりを

推進するために、生協職員が発酵食品

を持って地域を巡回します。

○供給地区担当もお声かけしますので「み

んなで集まってやってみよう」と日時・場
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○注文書の配布・回収も２週分の回収が続

きますが、どうかご協力をよろしくお願い

いたします。

　

【原発・放射能汚染のない社会づくりに向けて】

12月１１日（日）13:00、つくばセンター広場に集合！

集会とハイロ（廃炉）パレード
東海第２原発の廃炉を求めてゆきましょう！

【日時】2011年12月11日（日）　13:00～16:00

【集合】つくばセンター広場　　　　　雨天決行
（茨城県つくば市吾妻1－10－1）

TXつくばエクスプレスでつくば駅下車徒歩3分。

お車でお越しの方は周辺有料駐車場をご利用ください。
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サプライズゲストのお話や演奏、お母さんやお父さ

んなどに「脱原発」への想いをお話しいただきます。
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プラカード・楽器の持込み、仮装など大歓迎！もちろん手ぶら

でもOK。テーマカラー黄色を身に着けて。会場でプラカード作
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【年末・年始の配達予定】

常総生協「脱原発くらし見直し委員会」（第４回）
委員に登録されていない方でも自由参加歓迎！

　　　12/１（木） 10時～午後1時　生協本部１Ｆ会議室
　（議題）1.「黒部先生講演要旨・Ｑ＆Ａ」かわいいパンフレット配布計画

　　　　　2. 県知事への署名提出、東海村・村上村長訪問 報告と近隣市町・水戸市訪問の件

　　　　　3. 東海第二原発差止訴訟 訴えの論点にかかわる勉強会（訴状案を材料に）　

【東海第二原発】組合員からの激励メッセージ～東海村・村上村長からのお手紙が届きました（中面）

２年の四季を経て、香りと旨味・色 発酵のﾊｰﾓﾆｰ。アツアツご飯にのせて、料理の隠し味に！　　

今週12月1回ｶﾀﾛｸﾞで　『醤油もろみ』 ついに登場！

【恐ろしい話しが公然と語られている】

　東海第二原発差止訴訟の訴状を書き始めています。生存権、健康で文化的生活の保障という基本的人権

を柱にする予定ですが、11/1に原子力安全委員会で確認された防災指針ワーキンググループによる「防災対

策地域の考え方」を紹介します。

　シビアアクシデント時、原子炉から半径5kmの範囲では48時間の被曝で数時間以内に死亡する可能性があるので放

射性物質が放出される前に避難しなさい。二度と故郷には戻れないことも覚悟しておきなさい。30kmの範囲では48時

間で50～500ミリシーベルトの被曝を越えない地域なので早期死亡リスクを低減させるために数時間以内にホットスポ

ットを特定して避難しなさい。50kmまではプルームが追いかけてくるのを覚悟してあらかじめ安定ヨウ素を飲みなさい。

30km以上の区域では48時間で50ミリシーベルト以上の被曝にはなることはないので、住民は50ミリシーベルトまでは

受忍してガマンしなさい。（原子力安全委員会・防災指針検討ワーキンググループ　2011年11月1日）

いったいいつ、私たちは50ミリシーベルト以内（48時間）であれば浴びても仕方がないと認めたのでしょうか？
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香り」を醸し出すところがすごいんです。

●「色」　醤油の褐色は「抗酸化物質」

　このニュースは白黒印刷なのでわかりにくのですが

、今週カタログ11ページをぜひご覧下さい。

　１年熟成の醤油もろみ色と、２年熟成の色を比較し

てみて下さい。全然違いますでしょう。醤油や味噌は

発酵熟成中に多量の褐色色素を産生します。醸造過

程で作られるこの高分子褐色色素を「メラノイジン」と

言います。メラノイジンには強力な抗酸化作用があり

、さらに食物繊維類似作用も持ちます。味噌も２年も

のになると黒くなるのも同じです。

　放射線によって発生した活性酸素種によって細胞

膜が酸化される前にこの色素が先に酸化される

ことで「抗酸化作用」を発揮します。

●「香り」も文化と抗酸化機能

　京の都から下りものとして東国（関東）に伝わ

った醤油でしたが、関東の畑で普通に作られて

いた小麦を原料にしたのは銚子の醤油屋さん。

原料コスト削減のつもりだったのかもしれません

が、これがまたすごい知恵でした。

　炒った小麦を醤油に原料に加えて香りを出し、

江戸前に上がる魚の刺身や寿司を醤油の香り

のハーモニーと共に楽しんだのは江戸文化。

　炒った小麦のαデンプンを麹菌の酵素アミラーゼが

糖類に分解し、酵母が引き継いでアルコール発酵で

香りを醸し出す。この連携プレイ！

　この香り「フラノン」という香気成分も活性酸素抑制

作用・抗がん作用があることで知られています。

　発酵し熟成している元気な醤油・味噌には抗酸化

作用・抗がん作用があります。

●麹菌・乳酸菌・酵母、そして多様な幕下菌

　醤油の「旨味・香り・色」こそ、「麹菌・乳酸菌・酵母」

の基本形（下の図）に加えて、四季折々に活動する

多様な「幕下菌」（人間が単離培養できないたくさん

の菌）が織りなす発酵ワールドです。

　菌を単用する発酵食品ではなく、複合的な菌の発

酵過程におけるリレーと協同を巧みに生かした醤油

や味噌は、その総合力の点で世界に冠たる食品とい

って自慢できます。 食文化が育んできた本来の味わ

いや香りというものは、実は「身体に良い」機能を選

び取る人間の本来的能力なのかもしれません。

　今週は「醤油もろみ」で醤油の旨味・香り・色を感じ

て下さい。アツアツご飯に、料理のかくし味に、個人

的にはたまごかけご飯にまぜて。今やスイーツにも使

われているとのこと。

　中刷りで組合員による「もろみ活用法」「レシピ」紹

介されていますのでぜひ参考に。

生協の本物の食材しっかり利用して身体の力をつけ

て下さいネ！

【放射能に負けない身体づくり・・・発酵と放射線】

島田さんの丸大豆を原料に、２年の歳月を経て『天然醸造ＪＯＳＯオリジナル生醤油』 年明けから供給開始予定！

今週は先行して「醤油もろみ」を供給

　今わたしたちは今までの数倍の放射線を内外から浴

びる「低線量・長期被曝」の状況におかれています。

　これまで、低線量放射線によって

①「活性酸素種」生成による細胞損傷

②細胞分裂速度・放射線感受性に対応した腸管上皮細

胞や免疫細胞の損傷

③ＤＮＡ損傷の修復系と、ガンのイニシエーション

などを紹介し、免疫力の要である腸管免疫～放射線に

よって弱った腸管上皮細胞や免疫細胞の力を取り戻す

ために菌を取り入れることについてお話ししてきました

が、今週からはさらに、個々の発酵食品の生理活性作

用（抗酸化作用、抗がん作用）についても紹介してゆき

ます。今週はお醤油について。

 【組合員メッセ－ジに村上村長さんからのお手紙】

「お一人お一人が原発事故、放射能汚染に対して
自分の言葉で語られていること」心強く

「心に沁みる言葉の数々、心底勇気づけられました」
－　戦いはこれから、どうか更に更に同志を募って前進あらん　－

「もろみ」の中から

噴火口のようにプク

プク！すごい力で

す。これを二夏経験

しました。

発酵はおもしろい

！楽しい！

（生協本部の醤油

桶にて）


