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組織概要  

昨今、出来合いのつゆやたれを使うことが一般化

し、総務省の家計調査報告によれば、しょう油と「つ

ゆ・たれ」の消費量は1994年に反転、その差は拡大

しつつあります。一方生活クラブではだし入り調味料

のうち「白だし」の利用は伸びているものの「濃縮つ

ゆ」の利用は年々減少し、調味料全体の利用も拡大し

ていません。 

この状況下、もっと広く組合員に支持される「つゆ」

を組合員開発で行なうことを2013年4月に連合消

費委員会で決定し、6単協でチームが形成されまし

た。（茨城単協も参加） 

開発チームでは、まずはじめに市場調査を行ない、

人気の高い市販品や他生協の食べ比べも行ないまし

た。また市販品の原材料や安価な理由なども学習。調

味料としてアミノ酸等不使用のものは殆んど見かけ

ず、たんぱく加水分解等も使ったものが少なくありま

せん。これらのいわゆる化学調味料は、味のパンチが

強く価格も低い。安さの秘密はそんなところにあるの

でしょうか。また調味料（アミノ酸等）は一括表示し 

 

   

「美味しい解凍

の仕方と調理」！

普段は適当に解

凍して調理して

いました！次回

食べる時にはこ

の順に使ってみ

たいと思います

(^.^)   

（水戸 Ｋ・Ｓ） 

 

 

鶏肉は毎週必ず注文します。理由

は美味しいから、これしかありま

せん。スーパーでも地域で知られ

た存在のお肉屋さんのものでもブ

ヨブヨとした肉質で、水っぽい感

じが苦手です。色も違いますよね。

市販のものは白っぽい気がしま

す。美味しくて気候風土にあって

いて種を含めた自給率にも貢献で

きる、いいことづくめなんだなぁ

と思いました。（土浦 矢花洋恵） 

 

注文書提

出が毎週になってから、子育てと

仕事に追われている私には一週間

があっという間で目を通さず、回

収日当日を迎える事もたびたびあ

ります。でも「よやくらぶ」で登

録するようになり、欲しい消費材

が確実に届くようになり大助かり

です。  （つくば 松尾舞子） 

 

世界で

最も人間関係が希薄と言

われている日本。これか

ら迎える超高齢化社会に

向けて、エッコロの活動

がもっと広く認知された

らいいなと思います。 

（つくばみらい  

小田切奈穂） 

 

私も参加、人生 2度目の田植えでした。海

老沢さんの第一声が「今日は恵みの雨で

す」。以降、ずっと天気予報が気にかかり

ます。「どーか適量、降って下さい」と念

じる日々です。ちなみに田植えはヘタで遅

くて頭を抱えていたのに、植えた人の名札

を立てるそうで、も～草取り行くしかな

い！！      （龍ケ崎 上村由美） 

 

GM問題は体に悪い。種の保存ができ

なくなる、環境汚染という比較的目

に見えやすい問題の背景。つまり、

グローバル企業による究極の経済至

上主義についても考えないといけな

いと思います。背後のカラクリを知

ると、気が遠くもなるけれど問題の

本質を知ることは大事。 

（つくば 和泉なおこ） 
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「万能つゆ」は「濃縮つゆ」「白だし」「そばつゆ」に続

いて登場しただし入り調味料。組合員開発の消費材です。

「濃縮つゆ」が組合員家庭で作る「八方だし」を再現した

製品として親しまれていましたが、その利用が低下傾向に

あり開発することになりました。 

（2015年６月末） 
組合員数  4,826人 
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▼連日の猛暑で身体がなかなか夏気候

についていけないのは私だけ？暑いか

らといってシャワーだけだと冬より夏

の方が案外身体は冷えている。面倒でも

半身浴出来る位の湯を溜めて汗やクー

ラーで冷え切った体を温め＆ビタミン

B１たっぷりの豚肉摂取にこころがけた

いね！そうすると夏バテしない～。  M 

 

０ 

✤✼✻       ✻❉✤ 

て表示しなくてはなりませんが、たんぱく加水分解等

は５％未満の使用であれば表示する必要がなく、消費

者には分かりません。遺伝子組み換え原材料の使用状

況も不明なことが多いようです。 

このような調査活動や学習を経て、チームが生産者

に依頼した内容は「だしがしっかりきいたやや甘めの

味、市販品を買っている組合員も試しやすい価格帯の

つゆ」でした。 

 

主な用途は麺用ですが、煮物にも使える汎用性の高

いものを目指しました。だしの自然な風味の旨みが感

じられ、多様な年代に好まれるやや甘めの味付けのつ

ゆです。市販品は冷たい時に甘みを感じやすくして、

安価な糖類（果糖・ぶどう糖・液糖等）と砂糖を併用

することが多いですが、「万能つゆ」は砂糖だけを使

用しています。 

ベースのしょう油は非遺伝子組み換え大豆を使っ

た本醸造のしょう油。市販品に多い「アミノ酸等」や

「たんぱく加水分解物」は使わず、専門メーカーのだ

しエキスで旨みを出しています。 

鶏肉（はりま） 

「安心よやくくらぶ」 たすけあい 産体験田植え＆懇親会 

  ＧＭナタネ自生調査報告会 

  消費材 そばつゆ 濃縮つゆ 白だし 万能つゆ 
 

 
そば（うどんつ 煮物、丼もの うどんつゆ、おでん 麺類のつゆ 

 
 用 途 ゆにも OK) 麺類等 鍋つゆ、茶碗蒸し （つけ/かけ） 

 
  

 
  だし巻きたまご 煮物、丼もの等 

 
 価格 373円/360ml 632円/500ml 443円/360ml 430円//500ml 

 
標準希釈 2倍（1：1水） 3倍（1：2水） 7倍（1：水 6） 3倍（1：2水） 

 

      
 

希釈での100mlの価

格換算でも「万能つ

ゆ」は市販品に負け

ないくらいの値段。 

しかも中身は非常

に良質で安全なも

の、とにかく一度使

ってみて下さいね。 

★広報戦略委員会より★  

次月号から機関紙「わたげ」は8面

から4面に変更になり、内容も刷新

されます。 
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※価格は税込 

ん？このＹＤＫって 

どういう意味？  

塾のチラシ 

 

 

 

へぇ～～～ 

ＫＹの一種かと 

思った 

Ｙ‥やれば 
Ｄ‥できる 
Ｋ‥     子   ！ 

       っていう意味 

だよ 

古いよ～ＫＹなんて 
もう使わないよ、 
死語だよ   死語 ！ 

Ｙやめて Ｄ脱退  Ｋかなしいよ～ 

 Ｙやる気  Ｄ出そうよ   Ｋ組合員 

そして最後 は、 
 

Ｙやっぱり   

Ｄ大好き   生活  

Ｋクラブ  ！ 

くらことうさぎは 

旅にでまーす 

 

ＹＤＫね～‥生活クラブだと 

Ｙやれば  Ｄできる   Ｋ組合員   ！ 

 Ｙやるぞ  Ｄどんどん  Ｋ拡大活動 ！    

        とかとか 

Ｙよっこら    Ｄどっこい  Ｋ戸別訪問 

まだまだあるぞ～ 

妄想が 

始まったよ～ 

ム
リ
ヤ
リ
だ
ね
～ 


