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発行：グリーンコープ生活協同組合くまもと http://greencoop-kumamoto.jp/

今こそ 共生

この度の豪雨災害で、被災された皆さまに対して心よりお見舞い
申し上げます。また、お亡くなりになった方に心からお悔やみ申し
上げます。
熊本地震から４年。また熊本で大きな災害が起きてしまいました。
人吉市上新町にある人吉キープ＆ショップ「手とテとて」も浸水被
７月５日、
「手とテとて」前にて支援活動開始
害を受けました。「人と人とのつながり」を大切にしながら、早速
グリーンコープらしい支援活動に取り組んでいます。助け合い、支え合い、共に頑張っていきましょう。

2020年度スタート！

６月５日（金）
、グリーンコープ生協くまもと
本部会議室にて
「第二十期通常総代会」
を開催し、
全ての議案が承認されたことにより、新しい年度がスタートしました。
新型コロナウイルスの流行により、ご自宅で過ごす時間が増え、生活を見つめ直す機
会となった方も多いのではないでしょうか。グリーンコープの安心・安全でおいしい
食べもので免疫力を上げ、心も身体も健康に過ごしましょう。
多くの人が一堂に会することが難しくなったため、規模を縮小して開催した総代会の
様子を報告いたします。
い の ち
理事長 髙濱 千夏
＜2020年度の活動方針＞ 新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底し生命を大切に
した上で、工夫をしながら活動に取り組んでいきます。本来であればグリーンコープ生協くまもとが
誕生し20周年の節目の１年のため、大規模な生協まつりなどを計画していましたが、安心して集え
るような状況になるまで延期としました。2020年度は例年通りとはいきませんが、情報発信などに
力を入れながら、グリーンコープの輪を広げていきます。
＜総代会における質疑応答＞ ①福祉施設の新型コロナウイルス対策が万全かどうか質問があり、金
羽常務より社会福祉法人グリーンコープの対応の様子を報告しました。②脱原発の問題（六ヶ所村再
処理工場稼働・東京電力福島第一原子力発電所汚染水処理）について③グリーンコープの運動を次世
代になつげていく必要性についての２点のご意見をいただき、組合員で検討していくことにしまし
た。④熊本物流センターが議案書の施設設置状況に記載されていないことについて、グリーンコープ
連合の事業に使用しているため、くまもとの議案書には記載していないことを応答しました。

2019年度決算が確定しました。供給高は予算比で96.1％と落ち込んでしまいました
が、経費などを圧縮することで何とか黒字決算を計上することができました。
さて、2020年度がスタートし、新型コロナウイルス感染が拡大していく中、生協は
商品を宅配するという強みを活かし、春に関しては、前年を大きく超える事業高を計
上することができました。しかし、今後はこれを持続していくことが経営を守る上で
専務理事 上村 猛
必要不可欠となります。2020年度も組合員、ワーカーズ、職員がそれぞれの特質を発
揮しながら、仲間づくりや事業拡大に、より一層邁進していきたいと思います。
グリーンコープ運動や活動は皆さんのご注文に支えられています。グリーンコープの大きな運動
「食べもの運動」に組合員全員で参加し、より良いグリーンコープを造っていきましょう。よろしく
お願いいたします。
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ミルク ｄｅ カオマンガイ （アジア風チキンの炊き込みご飯）
＜作り方＞
①モモ肉の両面をフォークで数箇所刺し
塩こしょうを両面に振る。
②炊飯器に研いだお米・牛乳・チキンコ
ンソメを入れ軽く混ぜる。
③②に①のモモ肉をのせスイッチＯＮ !!
④炊き上がったらモモ肉を切り分ける。
⑤お皿に盛り付けベビーリーフを添え
る。タレをかけたらできあがり♪
＜材料＞（４人分）
・産直若鶏モモ
300ｇ
・産直赤とんぼ米
３合
・産直びん牛乳
600ml
・チキンコンソメ
２袋
・塩こしょう
適量
・産直ベビーリーフ
適量

２色ゼリー

＜タレ＞（全て混ぜ合わせておく）
・こいくち国産丸大豆醤油
大さじ４
・らくらくっ酢
大さじ４
・一番絞り純正ごま油 
大さじ２
・産直しょうが
１片（すりおろす）
・産直にんにく
１片（すりおろす）
・産直白ねぎ
1/2本（みじん切り）

♪

♪

ＧＣ「産直びん牛乳の
液だれ防止キャップ」
184円（個配本体価格）

あら不思議 !! 自然と２層に分かれます !!

＜材料＞（４人分）
・みかんジュースストレート 500ml
・生クリーム
200ml
・産直びん牛乳
200ml
・プラスゼラチン
20ｇ
・奄美きびさとう
100～150ｇ

＜作り方＞
①ゼラチンを100ml の水で10
分程ふやかす。
②鍋にみかんジュース、砂糖、
♪
①を入れ火にかけて混ぜなが
♪
ら溶かす。鍋のフチにブツブ
ツと小さな泡が出てきたらす
ぐに火を止める。（沸騰させ
ない !!）
③ボウルに生クリームと牛乳を
混ぜ合わせる。
④②の鍋に③を入れ、やさしく
３回くらい混ぜ合わせ、型に
入れ冷蔵庫で冷やし固める。

♪

※チーズの作り方は、グリーンコー
プホームページ「レシピＢＯＸ」
に掲載されています。
レシピ動画はコチラ→
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布マスクを手作りしてプレゼントしました♥
新型コロナウイルス感染防止のため、組合員活動は５月末まで休止してい
ましたが、各地域本部の地区運営委員まで広くボランティアを募り、自宅で

いのちをつなぐための
「かさじぞう基金」

布マスクを手作りし、職員・ワーカーズの皆さんへプレゼントしました。

～カンパの取り組みのお願いに向けて～

感染の不安がある中で、通常通りの業務を頑張ってくださっている職員・
ワーカーズの皆さんに、感謝の気持ちを込めて約500枚をお渡ししました。

グリーンコープは、食べもの運動を通して、その背景にある生活を見つめてきました。安心して地域
で生活できる環境を整えるために、高齢者福祉、子育て応援へと運動を広げてきました。こうした取り

◇ 早速マスクを使ってみたワーカーさんの声 ◇

組みの根底には経済社会の仕組みがあり、そのことを受け止めないと前に進めないこと、お金に関する
課題、困窮という課題は私たちの身近な問題であるとして、2008年４月協同組合ならではの支え合う

自分では作る時間をなかなか捻出できないので、大変助かっています。

仕組みが意味を持つとして生活再生事業を開始しました。

使い捨てマスクは蒸れるけど、布は湿気を吸ってくれるので、不快感が

今年で13年目となります。生活再生相談室が開設された当初は、相談室の情報が記載された新聞を

ないです。組合員さんの愛を感じるマスクです。

握り締めて、思いがけない不幸が重なり生活が立ちいかず借金に苦しむ人たちが、相談に来られました。
相談者の中には、幼子を抱えぎりぎりまで頑張ったものの、今日の食事にも事欠き、電気やガスが止め
しの

られそうな程に切羽詰まった人もお見えになります。ここ１週間を凌ぐわずかなお金もなく、不安で

マスクの型紙を紹介します
※ 男性の職員・配送ワーカーさん用の大きいサイズです。
お顔の大きさに合わせて、調整してください。

いっぱいの相談者を前にお話を聞くことしかできない時、相談員は無力感と心配の余り、とても大きな
ストレスを抱えます。
そのような相談者向けに2009年６月より「かさじぞう基金」が始まりました。本当に困っている人
に当座の生活資金として、５千円から１万円の範囲内でお金をお貸しし、返済は収入があった後に相談
室に持参していただき、次の方への支援に回していくようにしています。これまで「かさじぞう基金」

裏

裏

◆ 縫いしろ込みの型紙です ◆

裏

③ 表布・裏布を中表にして重ね、
縫いしろ１㎝にして上下を縫い
合わせる。裏表をひっくり返す。

① 表布・裏布を左右対称に２枚
ずつ、型紙通りに切り取る。

の資金は、理事会や集会などでカンパをお願いし、組合員・職員・生産者の善意で支えられてきました。
この「かさじぞう基金」と合わせて食料カンパも提供していただき、お話を聞く中で緊急的な支援が必
要な困窮状態の人たちへの支援につながりました。
そして2020年５月、新型コロナウイルス感染拡大の影響で倒産したり廃業したり、解雇されて収入
が減少したり途絶えたりした人たちで、相談現場は大変な状況です。これまでの生活が一変して生活が
破綻してしまった方の相談が増え、相談員自らも感染のリスクを抱えながら奮闘しています。
そのような中、相談員が一番心配していることは、政府が行っている特別定額給付金や緊急小口資金、
総合支援資金などの支援が終わった後も生活を立て直すことができないでいる人たちのことです。たく
さんの失業者が出る中、就労支援にも力を入れていきますが、仕事に行くにも交通費がない、給与が出
るまでのわずかな生活費もない、具合が悪くても病院にも行けないなどの、ぎりぎりの状態の人たちが
増えていくと心配しています。わずかなお金があれば絶望ではなく、勇気を持って相談者を明日への希
望につなぐことができます。いのちをつなぐための「かさじぞう基金」カンパの取り組みへのご協力を
広く組合員にお願いします。

（生活再生相談室

相談員

中島さん）

カンパについての詳細は、カタログＧＲＥＥＮ21号（7月27日週）配布のチラシを
お読みください！（チラシの配布週は変更になる場合があります）
☆☆☆ 「かさじぞう基金」のこれまでの活用例

② 表を内側にして重ね、
表布・裏布それぞれを
Ａ で縫い合わせる。
○

【50歳女性の方

④ 端を折って縫い、ひも通し
などを使ってゴムを通す。

夫と子ども２人の４人暮らし】

夫が体調不良で退職。その後どうにか１ヶ月後に体調回復し転職できたが、
生活費の不足から光熱費の遅延、学費の滞納などもあり、給与までの当面の
生活費を支援する。
【60歳代男性の方

※ ゴムは片方30㎝にしました。
使う人に合わせて結んでください。
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☆☆☆

妻と２人暮らし】

観光バスの運転手に就労が決定したものの、新型コロナの影響で就労先か
▲チラシのイメージ

ら解雇。次回収入まで所持金がなく当面の生活費を支援する。
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～保冷箱の回収にご協力ください！～

わたしとグリーンコープ

Ｒマークのびんや産直びん牛乳のびんはグリーンコープ内でリユース。卵のモウルドパックは段ボー
ルに、カタログはトイレットペーパーに生まれ変わります。また、仕分け袋やトレーは、どれもリサイ
クルされて新たな袋やトレーに生まれ変わり、商品配送の時に利用されています。資源を大切にしたい
というグリーンコープの取り組みでもあります。

冷凍用保冷剤（白）

冷蔵用保冷剤（青）

冷蔵物や冷凍物の品質を保つために大切な保冷剤は、特に
外気温が高くなる時期には必要不可欠なものです。白い液体
が入っているものは冷凍用、青い液体が入ったものは冷蔵用
です。温度の上がる場所に置いたままにしないで、できるだ
け温度が低い状態で返していただけると、各センターでの再
凍結の時間短縮ができます。

岩村 政友

「グリーンコープでんき」学習会

Ｑ＆Ａ
中野 真哉

Ｑ．
「グリーンコープでんき」への契約変更手続きは面倒ではないかと思い、そのままになっています。
具体的にはどのような手続きが必要ですか？
「グリーンコープでんき利用申込書」と2020年以降の「電気使用量のお知らせ（検針票）」を提
Ａ．
出いただくだけです。とても簡単です。現在契約されている電力会社への解約連絡などは全てグ
リーンコープが行います。
Ｑ．グリーンコープが家庭用太陽光発電の余剰電力買い取りを始めたと聞きました。申し込むには
「グリーンコープでんき」や「グリーン電力出資金」に参加していないといけないのでしょうか？
Ａ．グリーンコープの組合員であれば申し込みできます。ただし、できればこの機会に「グリーン
コープでんき」や「グリーン電力出資金」への参加を検討いただくようお願いします。

「グリーン電力出資金」 「グリーンコープでんき」
グリーンコープ生協くまもとの

グリーンコープ生協くまもとの

出資状況

申込状況

5/26現在

目標

123,274,000円
316,533,186円

6/6現在
2020年度目標

621件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ
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カタログが入ってくるクリアケースは、くま
もとだけで年間およそ10,000枚を補充してい
ます。次の配達時に確実に返却いただくことで、
この数字も少なくなります。

労働協同組合たすけあい
ワーカーズ ひとつ
ゆるリの家・松橋

グリーンコープでんき担当常務

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

保冷剤と商品が直接触れるのを防ぐための
シート（青や白のクッションシート）も、商品
をお届けする上でとても大切なものです。きれ
いな状態で保管し、
次の配達時に返却ください。

2016年の秋からスタートした

県北地域本部

必ず返してね！

馬場 未菜

みんな 私たち組合員の財産です !!

昨年８月に母のすすめで入職し
ました。自営業もしているので、
時間の配分を考えながら二足のわ
らじで頑張っています。
デイサービスという言葉は聞い
ていたのですが、なかなか縁がな
い仕事だったので、仕事の重要性
が分かっていませんでした。
それから送迎という形で仕事に
携わり楽しさと大変さが徐々に分
かり、初任者研修を受けさせてい
ただいてからは、全然知らなかっ
た歴史、制度、病名や活動など多
く を 学 ば せ て も ら い、 自 分 や 家
族、周りの人たちの今後や将来に
も必ず必要な存在になる仕事だと
確信しました。
特に人との接し方や考え方の所
に感銘を受けたので、仕事やそれ
以外の人付き合いでも今後は役立
て頑張っていこうと思います。

グリーンコープでは新しく組合員に加入される方が増えて
います。配送トラックに一度では乗らないほどの注文をい
ただき、配送担当の皆さんは毎日頑張って組合員の皆さん
のもとへ商品を届けています。ご自宅などへの商品のお届
け時には、白い保冷箱の中に冷蔵用と冷凍用の保冷剤やド
ライアイスを入れて保冷していますが、現在商品の注文が
増えているため、保冷箱や保冷剤が不足しています。
保冷箱や保冷剤がご家庭に眠っていませんか？新型コロ
ナウイルスの流行前から保冷箱や保冷剤が破損したり、紛
失したりしていました。一つ一つが組合員の財産です。長く使うことができるように丁寧に扱っていた
だき、確実な返却にご協力をお願いいたします。

グリーンコープ生協くまもと 理事長 髙濱 千夏

単協理事

新型コロナウイルスの影響で外出を控える動きが続く中、

たくさんの出会いに感謝

わたしがグリーンコープに加入し
たきっかけは、娘の出産後にご近所
のお友だちから「グリーンコープの
子育てサークルがとっても楽しいか
らぜひ一緒に参加しよう！」と誘っ
てもらったことでした。この子育て
サークルで娘もわたしもたくさんの
組合員の方と出会い、本当に楽しい
時間を過ごしました。
その後地区の活動委員として商品
おすすめ活動委員会に参加し、活動
委員の組合員さんたちと共にグリー
ンコープの商品や生産者の方々につ
いて学び知ることができました。
そして今年は商品おすすめ活動委
員長として活動させていただくこと
になり、これからどんな新しい出会
いと学びがあるのかワクワクドキド
キしています！おいしい食べものだ
けでなく、たくさんの出会いを運ん
でくれるグリーンコープに感謝です。

グリーンコープ商品のお届け時には、白い保冷箱に、冷蔵用と冷凍用の保冷剤やドライアイス
を使っています。保冷箱や保冷剤がご家庭に眠っていませんか？

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

5月分

～おたよりが届きました～

52.3％
52.3
％

仕事を始めてから時短料理が多くなりました。仕事を終えて家に
仕事を始めてから時短料理が
えて家に帰ると4人の
帰ると4人の

回収した
カタログの重さ

子どもたちが待っています。

３７,０８０㎏
↓

手を抜きながらの料理ですが、グリーンコープの食材は減農薬や添加物不使用
手を抜きながらの料理で

６ロール入り
トイレットペーパー

品など体を気遣った商品が豊富なので、安心して手を抜くことができてい
品など体を気遣った商品
います。

12,360袋分

「九州産汁物ミックス」や「北海道パクパクさんま（開き）
」
、ＧＣ「ロ
「ロールキャ
ています。また、
ベツ」、いろいろな種類の国産コロッケ…冷凍庫の常備品になっています。

どんどんカタログを出しましょう

ちの大好物です。
おやつとしても、ＧＣ「生乳たっぷりヨーグルト」は子どもたちの大好

ʐʥˎː˘էᬹʝʬʊ˄ʟ!!

なものでできている
食べるもので身体が作られている…と考えると、シンプルなものでで
す。いつもあり
グリーンコープの食品は、私たち家族の健康を作ってくれています
がとうございます！


（県央西地域本部エリアの組合員

GCくまもと 独自品
●東アジア共生コーヒー
「ラオスの薫り」
ラオス南部のボラベン高原の、標高1100〜1300mで
コーヒー生産に適した豊かな土壌と気候に恵まれた地
域で育てられ、ひと粒ひと粒手摘みで収穫し、丁寧に
果肉を取り除き乾燥、選別作業をしています。

王子野 めぐみさんより）

●申込書提出日：７月 27 日（月）〜８月 1 日（土）
●配
達
日：８月 10 日（月）〜８月 15 日（土）

ご注文は20 号注文書で

特別申込欄に4 桁の注文番号をご記入ください。

●釜炒り矢部茶（農薬不使用）

●国産紅茶（農薬不使用）

山都町の通潤農園
で栽培された茶葉
を使用。

水俣の山間地で
無農薬栽培され
た緑茶用茶葉を
使用。

100g

20円
583.540

（本体価格

※商品代の一部は、環境に優しい自然エネルギーの
太陽光発電パネルを、東アジアの村々に設置する
ために使われます。

豆
（豆）

80円
820.760

（本体価格

9372
月１回

9354

円）

●なたね油

粉
200g

9373

円）

（本体価格

9355

円）

1.65kg

72円
1494.
1384

（本体価格

月１回

9363

円）

月１回

円）

月１回

●支援コーヒー
（豆）

国産（一部オーストラリ
ア産）の種子を圧搾法で
搾り、
湯洗いのみで精製。

80円
820.760

（本体価格

80g

00円
486.450

月１回

（粉）

200g

お名前と連絡先
（電話番号）と所属地
区名または所属セン
ターを明記のうえ、
下記住所「本部組合
員事務局」宛てにお
送りください。

●支援コーヒー
（粉）

ブラジルのジャカランタ農園でつくられた有機栽培コーヒー。
チェルノブイリ原発事故による病気で苦しむ子どもたちへの
救済カンパ100円が含まれています。
200g

200g

96円
1065.
987

（本体価格

9360

96円
1065.
987

円）

月１回

（本体価格

豆

粉

9361

円）

月１回

大暑の候とい
えば、食いしん
坊の私にとって
土用の丑の日。
「万葉集」では
大伴家持が「石麻呂に吾れも
の申す夏痩せに よしといふ
ものぞむなぎ（鰻）とり召せ」
と詠んでいる。鰻にしてみれ
ば古より盛夏は受難の季節
だったわけである。
そもそも春夏秋冬の土用に
「 う 」の付くものを食べる習
慣とは、変調を来たし易い時
節には精をつけ、無病息災を
祈願していたんだとか。
何にせよ私の好物は、鰻の
白焼きに鮫皮で下ろした山葵
で冷を一献なり。 （
 磯川）

者だより
編集

発行

グリーンコープ生活協同組合くまもと

発行責任／理事会
■県北地域本部
12,802名
編 集／広報室
■県央東地域本部
26,859名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,127名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,303名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,091名
FAX 096-324-8123
（6月25日現在店舗組合員を含む）
印刷所／ホープ印刷㈱

開設曜日…月曜～金曜
第３週は月曜～土曜

☎ 096‑243‑2100

ふくし情報でんわ
フリーダイヤル

0120‑540‑294

0120‑222‑782

0120‑51‑8141

車検や自動車学校、引越しなど、
お気軽にお問い合わせください。
受付時間…９時～17時30分

２４時間受付・年中無休

フリーダイヤル

開設曜日…月曜～金曜
（祝日は休み）
開設時間…10時～16時
携帯電話の方は096－337－7226
「自然庵」との共同事業です。
葬儀だけではなく、相続問題や
お墓、供養、法事についての相
談なども受け付けています。

グリーンコープ
葬祭サービス
フリーダイヤル

開設時間…９時30分～18時

グリーンコープくまもとのホームページ（http://greencoop-kumamoto.jp/）に最新情報更新中！
是非アクセスしてください。携帯電話は、こちらのＱＲコードよりアクセスできます。➡
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