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今こそ 共生
「令和２年７月豪雨」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。
人吉市上新町のキープ＆ショップ人吉「手とテとて」も、７月４日の豪雨で被災しました。
そこを拠点とした人吉市での支援活動やキープ＆ショップの様子を報告します。
これからも「人と人とのつながり」を大切にしながら、グリーンコープらしい支援活動を継続して
いきます。助け合い、支え合い、共に頑張っていきましょう。
〈直後の様子〉
天井まであと70㎝のと
ころまで浸水。すぐ裏に球
磨川が流れ、あたり一面が
浸水被害に遭いました。

〈上新町の元「手とテとて」の場所が、
「みんなの元気ステー
ション」地域支援センターとして人吉・球磨の皆さんが元気
になれるような拠点として歩み出しました〉

キープのある地区の泥かきボラン
キープスタッフと組合員とで
ティアに入りました。
手作りした看板です。

犬童球渓記念館敷地内をお借りしてキープ
＆ショップを仮営業しています。支援物資も
揃えています。子ども用品が充実しています
ので、ぜひのぞいてみてください。
こちらも、どなたでもご利用いただけます。
お知り合いの方にもお伝えください。

基本的に、毎日９時から17時まで開いています。どなたでも
ご利用いただけますので、お知り合いの方にもお伝えください。

〈キープ＆ショップ人吉は西間下町で
仮営業しています〉
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商品開発委員会

組合員の皆さんからのカンパを力に
グリーンコープらしい支援活動に取り組んでいます。

～商 品 特 徴～

天草牛深で丁寧に作り上げた
いわしの煮干しを使用しています !!
原料は厳選された国産いわしのみ使用。

生産者も駆けつけてくれました。

重機を使っての泥出しに生産者の技術が輝く! !

いりこと同じような出汁が手軽に取れる !!
頭や腹わたを取り除く手間が要りません♪

コクがある !!
コクがあるので、しっかりとした出汁が取れます。
魚の風味が豊かなので、おうどんの出汁など、昆布かつお
出汁にプラスすると、グッと味わい深くなりますよ !!

製造メーカーは熊本市の㈱山一 !!
芦北の泥出しには県南センター
レインボーが駆けつけました！

カタログでおなじみ！削りのプロ !!

実はすごい！

うし ぶか

組合員も今できることに取り組んでいます。
お菓子セットを
作りました

「牛深を元気にしたい！」



店舗の店先でも衣類集め

天草・牛深 は 雑節
（鰹節以外）
日本一！
！

配食サービス「パセリ」やマミー（店舗）から、お弁当を毎日50食ほど
届けています。

▲

▲

（

お好みで
追いいわしを
しても good！

＜作り方＞
塩茹でして潰したじゃがいもに、Ⓐを加えて混ぜる。

3

（

おにぎりの具や
炒飯に入れても
美味しいよ～♪

＜作り方＞
材料を全て鍋に入れ、鍋底を混ぜながら４～
５分煮詰めて水分を飛ばす。

24

▲

＜材料＞
・だしがら
100ｇ
・白ごま
大さじ１
ＧＣ「こいくち国産
丸大豆醤油」 大さじ４
みりん
大さじ２
酒
大さじ２
水
大さじ２～３

▲

＜材料＞
・じゃがいも
700g
（大３個）
ＧＣ「プレーンヨ－グルト
ビフィズス」

大さじ３
ＧＣ「元気な卵のマヨネー
Ⓐ
ズ」
大さじ４
GC「いわし削りぶし」
 適量
白ごま
適量
・ＧＣ「海水塩」（なぎさ）

茹でる時に、小さじ１

７月 日から炊き出しが
スタートしました！

★ だしがらを使ったふりかけ ★
仕分けの様子

★ 和風ポテトサラダ ★

「令和２年７月豪雨」災害支援募金への
ご協力をお願いします！
申込番号 ０１２

１口 ２００円

  申込番号 ０１３

１口 ５００円
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2020年度

グリーンコープは、地域の中で組合員やその仲間が集い、子育てや福祉、環境など、

地域サークル助成団体を紹介します！

さまざまなテーマのもと活動している「自主サークル」を応援しています。
今年度の助成（年間３万円）が決定した24団体を紹介します。
（活動目的・内容は
申請書より抜粋）

地域サークル名

活 動 目 的 ・ 内 容
手仕事を通して物を大切にすること、再利用の方法を考え、手作りの
良さを広め、使い捨ての暮らしを見直す活動。手仕事をしながら情報
交換を行い、地域で暮らしていく知恵を学び合う活動をしています。

てしごと

子育て中や子育て支援に関わる個人や団体が集い、情報交換や協力し
合うことを目的に活動。小児科病棟へのおもちゃの寄贈、消毒、修理
「子どもの城」運営グループ
や手作りおもちゃ教室、キャンプなどを行っています。

コミュニティ・スペース

ＮＰＯ法人 こころのサポート
センター・ウィズ

活 動 目 的 ・ 内 容
女性という立場であることを分かち合い、違いは大切にしながら「ひ
とり分を生きる」ことを考え、私たち女性が生きやすいジェンダーを
考える活動をしています。
会員各自が地域でのボランティア活動を積極的に行い、会として心身
の健康に役立つ企画を行い、地域の自然環境や生物多様性を守る情報
発信をしています。

のばらの会

お手伝い学習会

小学生から成人まで年齢を問わず参加できる、障害のある本人たちの
余暇活動、および療育活動。毎月1回手話ダンスや調理実習、ポンポ
ンダンスを取り入れ、レクリエーションの場ともなっています。

子育てサークル 和く和く

お母さんたちの子育ての悩みが軽くなり、子育てを楽しんでもらえる
ために必要な講座、おすすめの講座、イベントなどを企画し、親子で
学び、楽しめる活動を行っています。

あそカッパ会

子育て中のお母さんたちが主役になり、子育てをもっと楽しみながら
子どもたちの心の成長の手助けをします。メンバーのストレス発散・
情報交換・特技（洋裁・料理など）を発揮する場となっています。

ワールドフレンズ天草

天草に暮らす人、天草を訪れる人がお互いの国籍・文化を尊重し合う
ことのできる多文化共生の考えを広めると共に、多文化共生のネット
ワーク作りを行っていくことを目的として活動しています。

おはなしホ～ホン

地域の子どもたちに日ごろ学校や家庭でできないことを経験させる、
読み聞かせを通じて豊かな心を育てる、日ごろ接することがない異年
齢の集団の中で遊ばせることなどを目的に活動しています。

くりのみ

さまざまなハンドメイド作品を一緒に作ったり話題にしたりすること
で、楽しみながら友人を作ることを目的に活動。地域の高齢者や子ど
もたちへのボランティア講座開催などを行っています。

読書ボランティアや子ども文庫・学校図書館などが連携して、本の読
ひまわに み語りやお話など生の声を通した交流の楽しさや喜びを分かち合い、
子どもと大人が共に心豊かな地域を育て合うことを目的としています。

大津町本とお話の会

双子サークル
「ダブルハッピー」

Ｌｉ
ｂｒｏｅｍｕ
ｓ
ｉ
ｃａ
（リブロ・エ・ムジーカ )

ハンドメイド部

双子や三つ子を妊娠中、または育児中の仲間が集まり、情報交換をす
ることで育児不安を軽くすることを目的としています。月に１回講師
やボランティアを招き学んでいます。
スマホなどの普及により活字離れやコミュニケーション能力の低下が
懸念される中、絵本や音楽を通して想像力豊かな子どもが増えてほし
いと思い、
ピアノのバックミュージックが流れる中で活動しています。

Good Job ！

無業の若者（主にくまもと若者サポートステーション利用者）への社
会経験の場の提供と交流ができる居場所作り（茶話会・調理など）
、
および地域美化（清掃・花植え）などを行います。

さくら ❀ くらぶ

グリーンコープの商品を中心に料理・洗濯・掃除など、生活に関する
ことを安全に簡単にできるように楽しく学びます。近所の方とも交流
することで地域の輪を広げ、地域の絆で防災意識も高めていきます。

さし子教室

活動する仲間と作品を作り、地域のイベントなどでの作品の展示や福
祉施設での簡単なさし子の小物作りの手伝いなどをすることで、人と
のつながりを豊かにし、生きがいを持てる活動をします。

健学会

病気にならない体作りをすることを目的に、ヨガやストレッチなどの
運動と東洋医学の観点から食事と体の関係を勉強し、誰でも参加でき
るコミュニティの場となるような活動をしていきたいと思います。

ほっとステージ ＢＩＮＧＯ

地域とのつながりの薄い母と子どもが、ほっと笑顔になれる安心な居場
所作りを目的に、毎月１回「白川わくわくランド」にて、環境や防災の
学習会・体験と、親子のふれあい(ベビーマッサージ)を実施しています。

宇土市学校給食を考える会

生ゴミリサイクルによる無農薬の野菜作りと食生活改善の実践を目指
して、保育園での実験的な土作りを行うと同時に、市民の方に向けて
も、生ゴミリサイクルの土作り、野菜作りの講習会を実施します。

まなびのわ

シュタイナー教育を取り入れながら子どもたちが自分らしく生き生き
と世界と関わり、子どもも大人も共に学び、この星の未来を作る人間
として全てのいのちと共に生きる感性と力を育む活動をしています。

学校応援団

子どもたちの幸せとそのための奉仕を推進することを目的として、校
内の花生け、子どもたちと一緒に花壇の整備や花植え、保健室での手
芸活動、読み聞かせ、年度末のお楽しみ会などを行っています。

ぱーぷるヒゴタイ

暴力被害を受けた女性と子どものための心理教育プログラムを実施。
子どもへの虐待防止の意識や学習の機会を設け、暴力の問題について
広く社会に啓発する活動を行っています。

ストレッチサークル

グリーンコープでつながった子育て中のお母さんの健康のために、月
に１回集まって骨盤底筋の講師を招いてストレッチ・Tea Time をし、
心身共にリラックスして元気になることを目的に活動しています。

モグ
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地域サークル名

さくら会

グリーンコープの商品を使っていろいろな料理に挑戦し、みんなでい
ろいろなアイデアを出し合って、委員の方々に伝えられるようにして
いきます。
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利用普及推進委員会

★早期予約★おすすめポイント !!

お得！

たくさんの
ご予約お待ちして

自由注文より、りんごは約10～20％、みかんは約10％お得♪
いま～す！
さらに、りんご・みかん両方を予約すると…
「信濃五岳会のりんごジュース」
、または「中晩柑セット」をプレゼント
の予定です♪ ※抽選で1,000名（グリーンコープ全体）

りんごが「900ｇ」でお試しができる、
「
（早期予約）産直お楽しみりんご900ｇ」
予約リレーがはじまります !!
いろいろな品種をお試しください。お楽しみに～♪

生乳生産者へ

タオルとメッセージを

子育てをしていた 代、義母の
すすめで地区の行事に参加し、す
ぐに地区運営委員としてグリーン
コープの商品の学習や、産直交流
会などに行かせていただき、びん
牛乳の開発の時期にトラックに同
乗しながら組合員さんへの呼びか
けをした時に、私もいつか配達の
仕事をしたいと思っていました。
それから約 年後…。子育てが
落ち着き、ワーカー募集のチラシ
が注文書と一緒に入っていたの
で、何の迷いもなくワーカーとし
て働かせていただくことになりま
した。 年前に学習したことが今
は現実になっていることがたくさ
んあります。グリーンコープは時
代を先取りしていると確信してい
ます。
配達で１人でも多くの組合員さ
んに商品の良さをお伝えして、安
心と元気をお届けしていきたいと
思っています。

★★
★
★
場
登
新
★ ★★
★

25号・26号（８/24週＆８/31週）
にて専用申込書配布！
申し込みは８/31（月）～９/12（土）

20

20

20 企業組合ワーカーズコレ
クティブ・レインボー
県南ステーション

2016年の秋からスタートした 「グリーンコープでんき」学習会

贈りましょう！

中村 景子

愛情た～っぷりのりんご・みかんを食べてみんなで笑顔になりましょう♪

県央東地域本部

「虫の駆除」や暑い日の「除草」も「安心・安全」を大切に、手間暇かけて栽培してくださっています。

単協理事

生産者の皆さんは、変わらず減農薬での栽培にとても苦労されている様子です。薬剤を使えば簡単な

気付けば…
グリーンコープ

ここ数年の異常気象に続き、新型コロナウイルスの発生。私たちを取り巻く環境は日々変わりますが、

わたしとグリーンコープ
母に連れられボウルを持って近所
のお宅に卵を取りに行く。今思えば、
これが私とグリーンコープの出会い
でした。それから数十年が経ち、自
分に子どもが生まれ、自分名義で組
合員になり、友人に誘われ、いつの
間にか地区委員になり、気付けば毎
月地域理事会に出ていました。また、
店舗ではワーカーさんに誘われ支援
スタッフとして働き始め、こちらも
気付けば自分自身がワーカーになり
…。気付けば関わってきたグリーン
コープ。そのおかげで安心・安全な
商 品 は も ち ろ ん で す が、 何 よ り グ
リーンコープに関わる人々との出会
いは、私の生活に充実感と安心感を
与えてくれています。
今 後 は ど ん な「 気 付 け ば …」 が
待っているのか楽しみにしながら、
グリーンコープと関わっていきたい
と思います。

安心・安全な産直りんご＆産直みかん♪
「早期予約」の季節で～す !!

立川 寛子

Ｑ＆Ａ

Ｑ．スマートメーターの電磁波が心配です。大丈夫でしょうか？

グリーンコープの牛乳は、
菊池地域農協 non-ＧＭＯ生乳生産者、
約20戸で生産されています。

Ａ．周波数の違いや電磁波の強弱はありますが、全ての電気機器から電磁波が出ています。全て法律
で決められた基準に従って作られていますので、スマートメーターの電磁波だけが問題があるとい
うことはありません。九州電力の場合、スマートメーターの通信には携帯無線が使われています。

グリーンコープでは、生産者の皆さんにタオルを贈る取り組みを続けてきました。

通信頻度も30分に１回、データ量も極々わずかです。また、基本的に外壁に設置されていますので、

タオルは、細菌数の少ない良質な生乳を搾乳するために、朝・夕の２回、１頭につき

耳に直接当てて使用する携帯電話などと比較すれば、数百分の１程度の影響しかありません。実際

２枚のタオルを使って乳房をきれいに拭くことに使用されています。生産者は毎年贈

に組合員宅で計測しましたが、室内でのスマートメーター電磁波は計測限界値未満でした。

られるタオルとメッセージを「励みになる」と、とても楽しみにされています！

※タオルとメッセージの受付期間は、９月７日（月）～10月10日（土）です。注文書と一緒に提出
してください。詳細は、カタログと一緒に届くチラシをご覧ください。
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グリーンコープでんき担当常務

「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

6/16現在

目標

124,274,000円
316,533,186円

7/14現在
2020年度目標

630件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

切り取り線で切り、
メッセージを書いて
届けてくださいネ♪

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

提出いただくタオルについて
◎ 新品・未使用のもの（袋入りはそのまま提出してください）
◎ フェイスタオルの大きさ ハンドタオル、バスタオル、和タオル、
◎ 色・柄はなんでもＯＫ！ 大きなアップリケ・刺繍がついているものは不可

中野 真哉

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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自生遺伝子組み換えナタネ汚染調査を行いました

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

毎年春に行っている自生遺伝子組み換えナタネ汚染

６月分

調査を、2020年度も熊本県内84ヶ所で行いました。

53.6％
53.6
％

グリーンコープ生協くまもとの地区委員、生産者や

メーカーの皆さん、行政の方々、
「グリーンたいむ」

回収した
カタログの重さ

を見て応募された組合員の方が調査を行っています。

３７,９９０㎏

2018年と2019年は２年続けて八代市で自生遺伝子

↓

組み換えナタネが見つかりましたが、2020年度は全

６ロール入り
トイレットペーパー

３月９日、菊池市にて調査をする「グリーン
たいむ」を見て応募された組合員

て陰性でした。

12,663袋分

全国では毎年たくさんの自生遺伝子組み換えナタネが見つかっており、そのまま

どんどんカタログを出しましょう

放置しておくと花粉が飛散し、アブラナ科の野菜（大根、小松菜、キャベツ、ブロッ ʐʥˎː˘էᬹʝʬʊ˄ʟ!!
コリーなど）と知らないうちに交雑する可能性があります。
お名前と連絡先
「遺伝子組み換えナタネの飛散防止」や「学校給食に遺伝子組み換え食品の不使用」 （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。

をお願いしたいという内容の要望を熊本県や多くの市町村に今年も届けます。９月

14日週に署名用紙が届きますので、ぜひ記入し注文書と一緒に提出をお願いしま
す。

（担当組合員事務局

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。

●申込書提出日：８月 24 日
（月）
〜８月 28 日
（金）
（月）
〜９月 11 日
（金）
●配
達
日：９月 7 日

ご注文は24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）

9354

80円
820.760

（本体価格

9372
月１回

円）

●なたね油

粉
200g

9373

円）

（本体価格

9355

円）

月１回

1.65kg

72円
1494.
1384

（本体価格

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

菊川）

●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

「グリーン
コープの中でい
ろんなことを経
験できたら楽し
そう」という興
味で広報室に入り４か月が経
過した。ワード・エクセル・
ドキュワークス・パワーポイ
ントはそれなりに使えていた
ものの、広報で使うソフトは
初めてのものばかり。これま
でのパソコン経験は何の役に
も立たない毎日にうんざりし
ながら、あるのは「早く一人
前になってみんなに迷惑が掛
からないように頑張る」とい
（伊藤）
う決意のみ。 

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
12,824名
編 集／広報室
■県央東地域本部
26,941名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,207名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,331名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,303名
FAX 096-324-8123
（7月20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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