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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/

グリーンコープ生協くまもと 20周年 !
20
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今年度は、くまもと生活協同組合と生
活協同組合グリーンコープくまもと共生
社が合併して誕生した（２００１年３月
日）グリーンコープ生活協同組合くま

もとが満 年となる節目の年です。組合

員数約６万４千人、８センターより共同
購入の商品をお届けし、５店舗、 キー
プ ショップと事業が広がっています。

グリーンコープがあって良かった、グ
リーンコープの組合員で良かったと思っ

ていただけるように、組合員の皆さんの
生活に寄り添い、支え合いながらこれか
らも歩んでいきます。

熊本県内においても新型コロナウイル

スの感染が広がっており、従来のように
組合員の皆さんと一堂につどい、商品の
良さやおいしさなどを語り合う場を持つ

ことが難しい状況が続いています。毎年
秋に開催する「グリーンズカフェ～秋の

いのち

組合員のつどい～」は、組合員の皆さん
と語り合う大切な機会ですが、話し合い

を重ね今年度は生命を第一に考え開催を
自粛することにしました。新型コロナウ
イルス感染症の心配がなくなり、笑顔で
つどえるようになる日を今は待ちたいと

思います。直接お会いすることが難しい
分、本紙や地域本部、地区のお便りなど、
情報発信を工夫していきます。ピンチを

チ ャ ン ス に ！ 新 し い 形 を 模 索 し な が ら、
グリーンコープの今をお知らせしていき
ます。 
理事長 髙濱 千夏

&
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★ ★ ★ 20周年記念ＣＭを製作しました！ ★ ★ ★
グリーンコープを永くご家族で利用いただいている組合員さんにＣＭに出ていただきたい！と、
チラシで「グリーンコープが大好き」
「お母さんと娘さん、またはお嫁さんの二世代で組合員の方」
「未就学児のお子さん（お孫さん）がいる」
「三世代での CM 出演が可能」
「ご自宅での撮影が可能
な方」のご家族を募集したところ、20件を超える応募がありました。
応募されたご家族の中から３家族にご出演いただきました。暮らしの中にグリーンコープ商品が
あふれ、すてきな笑顔と共に、グリーンコープを紹介することができました。
他に熊本県内のメーカー・生産者編と、お店・キープ＆ショップ編もあります。グリーンコープ
生協くまもとのホームページよりご覧いただけます。
（右上のＱＲコードを読み込んでください）

出演された皆さん、ご協力ありがとうございました！
もくじ

１：グリーンコープ生協くまもと 20周年！ / ２～ 3 ：利用普及推進委員会 /４：組織・環境委員会 / ５：福祉委員会 /
６：商品開発委員会 /７：お店とキープ＆ショップ紹介 /８：
「遺伝子組み換え作物に反対する署名」「ゲノム編集食品
に関するアンケート」にご協力ください！、カタログＧＲＥＥＮ回収率報告、おたより募集、ＧＣくまもと独自品

～子どもや家族に食べさせたい～
組合員の想いがカタチになったグリーンコープの食べもの
利用普及推進委員会

産直びん牛乳

前身生協の時代から始まった本物の牛乳を探す
旅。良質な生乳だからできる、パスチャライズ殺菌 !! 日本初の non-ＧＭＯ
飼料 !! リユースびん !! 私たち組合員のこだわりに応えてくれた生産者と
メーカー !! こだわりも味も日本一の産直びん牛乳。ずっと飲み続けられ
るように利用し、良さをもっと広めることで守っていきましょう !!
ぜひ定期予約を～ !!

産直青果

自然災害や天候不良、獣害、鳥害、虫
害…。生産者の皆さんは、無・減農薬栽培や、除草剤不
使用など、安心・安全を大切にがんばってくれています。
欠品にならないように計画してくれていますが、欠品に
なることも。そんな時も注文し続けることが、作り続け
ることにつながります。

産直の畜産（牛・豚・鶏）
産直赤とんぼ米

誰がどのように作っているのか明らかな
安心・安全なお米 !! 田んぼにまく農薬を減らす取り組みは、自然環
境を守るだけでなく、生産者や食べる私たちの健康も守ります。お米
は日本人の主食。人間に必要な栄養もたっぷり含まれています。おや
つにおにぎりを♪心も体も元気いっぱい !!

じっくり肥育して
いて、うま味たっぷり !! 安心・安全な飼料（エサ）を食べて育っています。
清潔な環境で抗生物質などの薬剤をなるべく使わずに飼育しています。素材
が良いのでシンプルに塩こしょうで焼くだけでおいしいですよ～♪

加工食品

素材本来の味を生かすことを大切に作られています。

◎遺伝子組み換え食品についての取り組み

産直たまご

たまごを産む期間の飼料はすべて non- ＧＭＯ
（遺伝子組み換えでない）、さらにトウモロコシは PHF（収穫後の農
薬不使用）。母鶏は、日当たりと風通しの良い開放型鶏舎のケージで
飼育。出荷から配達まで低温流通。たまごを雑菌から守るクチクラ層
を壊さないように洗わずにお届け。たまごかけご飯に目玉焼き、プリ
ンにアイスクリーム♪安心して食べられるのはグリーンコープの産直
たまご !!

遺伝子組み換え食品は極力使わないようにしています !!「安全性が確か
でないものは食べたくない !!」という想いをみんなで広げましょう !!
果糖ブドウ糖液糖などの原料をできるところから non-GMO 化してい
ます。
とっても貴重 !!

◎環境ホルモンについての取り組み

環境ホルモンは「内分泌かく乱物質」といい、体内のホルモンの働きを
かく乱する作用を持っている化学物質の総称です。
• 包材にポリ塩化ビニル類は原則使用しません !!

グリーンコープのクリスマスケーキがいよいよカタログ３０号で登場
おすすめのケーキを紹介します！
抹茶のスポンジ、ベイクドチーズ、レアチーズ、生ク
リームの４層、それぞれに抹茶を使用しており、濃厚な
抹茶を味わえます。
食べた瞬間、
抹茶の濃厚な風味とチー
ズのまろやかさが合わさって、程よい苦味が大人向けの
ケーキです。しっとりなめらかな食感をお楽しみくださ
抹茶フロマージュ
（９.５×１４.５ｃｍ）
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い。お茶やコーヒー、色んな飲み物に合いますよ !!

私たちがお願いして
作ってもらっているん
だから ､ ちゃんと利用
しなくちゃね。

「安心・安全」が当たり前 !!
この想いをしっかり
引き継いでいきましょう !!

しっかり利用して
くれたら、 ずっと
作り続けることが
できます。
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ファイバーリサイクル

※詳しくは、最寄りのセンターまで、お問い合わせください。

グリーンコープのファイバーリサイクルは、
「生活
困窮者の自立支援」
「国境を越えた子育て支援」
「衣類
のリユース・リサイクルの広がり」
というグリーンコー
プが大切にしてきた人と人との支え合いの取り組みで
す。受け付けている衣類は〝自分でも気持ちよく購入
できる〟状態のものです。しみや破れ、黄ばみはもち
ろんですが、防虫剤・柔軟剤の臭いのするものもご遠
慮ください。皆さんからのたくさんの衣類をお待ちし
ています。

福祉委員会

プ
ンコー
グリー んき
で

けん
っ
せ

今、世界では新型コロナウイルスが猛威を振

るい、日本でもこの未知のウイルスとの戦いが続
いています。そんな中、
「せっけん」を使った手洗
いが感染防止に有効であることがわかりました。
グリーンコープでは、暮らしのあらゆる洗う場

「グリーン
コープでんき」は
原発フリーの電源
から供給して
います。

組織・環境委員会
配達の方に
申込用紙をもらい
記入してください。

面で「せっけん」を使うことをすすめています。
環境にもからだにもやさしい「せっけん」を、手
洗いだけでなく、家中で使ってみませんか？

おふろ

住宅用太陽光
発電の売電終了
（卒ＦＩＴ）の余剰電力
買い取りが始まっ
ています。

熊本には小国町の

もうら せ

★馬洗瀬小水力発電所
★杖立温泉熱
バイナリー発電所
があります。

平 和
平和について考えることがありますか？

福祉活動組合員基金（100円基金）とは
①組合員全員が毎月100円を出
し合う基金のことです。

②
「基金運用委員会」で
運営します。

●誰もが安心して暮らせる地域
を目指して、組合員みんなで
支え合う仕組みです。
●組合員一人ひとりが毎月100
円を拠出し、
「グリーンコープ
の地域福祉活動」と「組合員
が地域で取り組んでいる福祉
の取り組み」を応援します。

●地域助成団体につい
ては、基金運用委員
が審査しています。
●メンバーは私たちと
同じ組合員です。
（中
立・公平な立場で助
成の審査、決定を行
います）

まず
より
む
悩

！
電話

⇨

ふくし情報でんわ

グリーンコープは「不戦平和」を組合員や地

お洗濯

③
「助成団体報告会」を行います。

⇨

●助成した団体からの報告会を、
理事会との共催で毎年開催して
います。
●助成金がどのように使われたか、
報告していただきます。
●組合員なら、どなたでも参加で
きます。
※詳しくは「グリーンたいむ」で、
ご案内します。

台所
歯みがき

福祉に関して気軽に相談できる窓口です。 ※携帯電話からフリーダイヤルには繋がりません。

これまでにあった相談の一例を紹介します。

10月に第１子を出産予定です。熊本市内で産後の手伝いをしてくれる人を探して
います。
グリーンコープの方にサポートしてほしいのですが、
どこに相談したらいい
のかわからなくて電話しました。
出産後のことが心配ですね。熊本市内には、
出産後、家事や育児の支援を家族な
どから受けることができない方のために、産後ホームヘルプサービス事業があり、
社福グリーンコープの事業所も委託されていますので、
お近くの事業所をご紹介
できますよ。
ホームヘルプサービスを受けるためには事前登録が必要となりますの
で、
出産後または妊娠中に、
お住いの区役所にて登録申請なさってください。

自転車隊」に取り組んでいます。（今年は、コ
ロナ禍の影響で中止になりました）多くの組合
員と子どもたちとで、心と体で感じる平和の大
切さ、命の尊さを共に確かめ合い、共生の歩み

４Ｒ

くらしのごみを減らし環境を守るため、
運動に取り組んでいます。

４Ｒ

ࣜࣇ࣮ࣗࢬ

0120 - 540 - 294（フリーダイヤル）
☎096 - 337 - 7226

域へ伝え続けています。毎年「共生・平和長崎

ࣜࢹ࣮ࣗࢫ

࣮ࣜࣘࢫ

ࣜࢧࢡࣝ

᩿࠙ࡿࠚ࠙ῶࡽࡍࠚ࠙⏝ࠚ࠙⏕⏝ࠚ
牛乳びん

びん

カタログ

牛乳工場で
洗浄して

洗びん工場で
洗浄して

トイレットペーパーに

リユース

リユース

リサイクル

を重ねています。なぜ自転車なのか。歩くこと
の次に身近な世界を広げていく、自然を傷付け
ない環境にもやさしい乗り物だからです。
75年前の８月９日、長崎に原子爆弾が投下
されました。「平和」や「戦争」
について、真剣に考える時間を
持ちましょう。

易

交
民衆

商品を共に生み出し、南（途上国）の人々が
生産したものを正当な価格で取引することで自

たまごパック
たまご
パック

立につながり、北（先進国）の私たちは安心・

新しいトレーに 再び仕分け袋に （モウルドパック）
ダンボールなど
リサイクル リサイクル の原料に
トレー to トレー
袋 to 袋

商品を利用することでアジアの人々を応援し

トレー

袋

リサイクル

安全な食べものを手に入れることができます。
ましょう！

＊次のような情報を提供しています＊
行政の福祉制度やサービスの案内・介護保険に関する案内・障がい福祉に関する案内・民間の福祉サービスの案内
グリーンコープの地域福祉サービスの案内・子どもの福祉に関する案内・福祉生活用品の案内、
申し込みの案内

パラマウント・ワーカーズ・コープ「足と靴の相談・販売会」中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染防止のため、９月に予定していた「足と靴の相談・販売会」を中止いたします。
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このマークが目印だよ！
回収にご協力ください。
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グリーンコープのお店とキープ＆ショップ
お店

商品開発委員会

グリーンコープ
30周
30
周年記念
単協開発商品を
検討しています。

県内に５店舗あるグリーンコープのお店を、
お店がある地域に住んでいる組合員が紹介します。
お店には、共同購入で注文した商品を受け取る「キープ」を併設しています。
熊本市東区花立4-9-33
☎096-360-1021

桜木店

しみず店

健軍・桜木地区では、地区運営委員会でおすす
め商品のポップを作り、値札に掲示させてもらい
◀
ました。新型コロナウイルス
感染症の影響でお店を盛り上
げるお手伝いもままならない
のが残念です。しかし、こん
な時だからこそできる方法を
考え、地域に愛される桜木店
を皆で応援していきたいと思
います。
（久保 智絵美さん）

しみず店自慢の広い店舗には、こだわりのお惣菜
やお刺身などを含め、たくさんの商品が並んでいま
す。店内には各活動委員会の掲示板もあり、時には
委員自ら店舗に立つなど、組合員との交流も楽しん
でいます。２階には子育てひろば
やりすのお部屋があり、また、
「ぺ
ぺぺぺらん」の絵本屋さん、
「麻
生田げんきの森保育園」なども隣
接していて、子どもたちの声も響
き渡り、子育て世代にも嬉しい店
舗です。
（廣末 信代さん）

▶店内の様子

商品のポップを作りました

長嶺店

熊本市東区長嶺南3-2-12
☎096-385-8800

平成さくら通り店

カフェスペース

リニューアル２周年！お買い物はもちろん、カ
フェスペースではコーヒーを飲んだり、ファイ
バーリサイクルのお洋服を見たりと気軽に利用で
きますよ♪組合員おすすめコー
ナーは、せっけんや民衆交易、
おすすめ商品を活動組合員が
ディスプレイ♪ワーカーの皆さ
◀
んも気さくで居心地の良いお店
です！ぜひ足を運んでください
ね !!
（柳田 恭子さん）

笑顔の松丸店長

熊本市南区馬渡1-9-5
☎096-379-3919

昨年10周年を迎えました。組合員一人ひとりを
大切にしてくれる、とてもアットホームなお店です。
ワーカーさんも明るくて元気！お店の自慢は、おい
しいお弁当にお惣菜です。家庭的でおいしいお弁当
やお惣菜のファンがたくさんいるんです。まだ食べ
たことのない方は、ぜひ食べてみてください！ファ
ンになること間違いなし。
他にもたくさん商品が揃っ
ているので、注文し忘れた
ものがあった時に助かって
います。
（八木 佳奈さん）

▶産直交流での野
菜販売会の様子

荒尾市川登1795-3
☎0968-65-9011

荒尾店

熊本市北区麻生田1-2-2
☎096-338-4601

県北唯一のお店、荒尾店 !! 場所は「荒尾シティモール」や、昔ながらのメロンパ
ンで有名な「福山ベーカリー」の近くです。リニューアル２周年を迎えました！くま
もとの店舗では２ヶ所しかないカフェスペースがあり、荒尾店の人気お惣菜を買って
ゆっくり食べることもできます！いつもニコニコ明るい店長は、
「アジ南蛮やタイ南
蛮が、どの店よりもおいしい !!」 と自負しています。これからも、地域に愛され、組
合員に愛されるお店を目指して私たちも一緒にがんばります !! （田村 博子さん）
共同購入の商品を曜日を決めて都合の良い時間に取りに行けて、買い物もできる
小さなお店です。
■玉名センターキー
玉名センターキープ＆ショップ 玉名市築地435 ☎0968
0968-73
73-2433
鹿本センターキープ＆ショップ 山鹿市鹿本町中富87
山鹿市鹿本町中富87-1 ☎0968
0968-46
46-5115
■鹿本センターキー
小国キープ＆ショップ
阿蘇郡小国町宮原2322阿蘇郡小国町宮原2322
-1 ☎0967
0967-46
46-5022
■小国キー
キープ＆ショップみなみあそ
阿蘇郡南阿蘇村河陽4314阿蘇郡南阿蘇村河陽4314
-5 ☎0967
0967-67
67--0059
■キー
三里木キープ＆ショップ
菊池郡菊陽町津久礼2972菊池郡菊陽町津久礼2972
-33 ☎096
096-233
233--3741
■三里木キー
西部センターキープ＆ショップ 熊本市西区新土河原2
熊本市西区新土河原2-1-1 ☎096
096-324
324-7908
■西部センターキー
■県南センターキープ＆ショップ 八代市中片町713 ☎0965-33-6670
■松橋センターキープ＆ショップ 宇城市松橋町久具1702-1 ☎0964-33-4793
■天草センターキープ＆ショップ 天草市北原町15-15 ☎0969-22-6162

２年目に入った
ついに！ この８月にＧＣ「いわし削りぶし100g」が登場しました。
今後も続々と新商品が登場を予定しています。
検討の様子と共に、ご紹介します。

ＧＣ「混合削りぶし（さば・いわし・あじ）100g」
簡単にコクのある味わい深いお出汁が取れます！
おでんに！うどんに！
天草牛深で丁寧に作り上げた雑節のうまみが、
口いっぱいに広がります。
カタログ GREEN32号（10/12週）登場予定
個配本体価格 360円

削りぶしのメーカー㈱山一
は、熊本地震で被災した工場
を新設！ピカピカの新工場内
では手作業の工程も多く、熟
練の技が光ります。

ＧＣ「産直米熊本県産ひのひかり（パックごはん）160g」
熊本地震を経験した組合員の思いから生まれた、熊本県産
産直米を使った安心・安全でおいしいパックごはん。
「炊きたてのごはんみたいでおいしい！」と委員会の試食
で大好評。非常時でも食べ慣れた味を簡単に食べられるよ
うに常備しませんか？
カタログ GREEN35号（11/２週）登場予定
個配本体価格 168円

ＧＣ「産直れんこんはさみ揚げ120g（４～５個入り）」
熊本地震で被災されたメーカーでの製造ができなくなり、休止となって
いる産直れんこんはさみ揚げを㈱ニッコー（八代市）で開発します。
産直れんこん・産直鶏肉・ＧＣ「パン粉」
、調味料もできる限りＧＣ商
品を使用！夕食のおかずやお弁当にもおすすめです♡
品を使用！夕食のおかずやお弁当にもおすすめです
♡
カタログ GREEN47号（2021/２/１週）登場予定
個配本体価格 378円

キープ＆ショップ

ＧＣ﹁髪の美容液
セラセーヌ﹂の販売
終了に伴い後続品を
開発中！

※キープ＆ショップ人吉は７月の豪雨で被災しました。キープは西間下町の犬童球渓記念館敷地内で仮営
業中。ショップは上新町の「みんなの元気ステーション」地域支援センター（元「手とテとて」
）で再開。
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「遺伝子組み換え作物に反対する署名」
にご協力ください！
「ゲノム編集食品に関するアンケート」

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

７月分

グリーンコープは遺伝子組み換え作物反対運動をすすめています。
消費者の声が行政を動かします。食の安心・安全を守るために「遺
伝子組み換え作物に反対する署名」へのご協力をお願いいたします。

58.6％
58.6
％
回収した
カタログの重さ

また、署名用紙と一緒に「ゲノム編集食品に関するアンケート」を
お届けしています。ゲノム編集食品が日本でも流通しようとしている
中、消費者の「ゲノム編集食品は食べたくない！」という声を
集めることで、ゲノム編集食品が広がることを防ぎたいと思い
ます。アンケート用紙にゲノム編集技術について説明していま

41,480㎏
↓

６ロール入り
トイレットペーパー

13,827袋分
どんどんカタログを出しましょう

すのでぜひお読みいただき、アンケートにご協力ください。
グリーンコープアプリをお使いの方は、トップ画面から簡
単にアンケートに答えていただけます。ぜひ web でお答え

ʐʥˎː˘էᬹʝʬʊ˄ʟ!!
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。

いただき、ゲノム編集技術について書かれたアンケート用紙
を手元に残して、繰り返しお読みいただければ嬉しいです。
※署名用紙とアンケート用紙は9月14日週に配布しています。

GCくまもと 独自品

72円
1494.
1384

（本体価格

9363

※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。

80円
820.760

（本体価格

9372
月１回

円）

円）

200g

（本体価格

9373
月１回

円）

熊本菊陽学園（知的障がい者施設）の
応援企画。綿・レーヨン・アクリルの
混紡糸 5 本を使用して丈夫な仕上げ。

80g

手 ※消費税 10％

１ダース

00円
486.450

00円
638.580

円）

（本体価格

9365

月１回

山都町の通潤農園
で栽培された茶葉
を使用。

80円
820.760

●軍

水俣の山間地で無農
薬栽培された緑茶用
茶葉を使用。

9355

●釜炒り矢部茶（農薬不使用）

粉

●国産紅茶（農薬不使用）

（本体価格

月１回

（粉）

200g

特別申込欄に4 桁の注文番号をご記入ください。

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。 1.65kg

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。

（豆）

ご注文は29号注文書で

●なたね油

●東アジア共生コーヒー
「ラオスの薫り」

豆

●申込書提出日： 9 月 28 日
（月）
〜10 月 2 日
（金）
（月）
〜10 月 16 日
（金）
●配
達
日：10 月 12 日

円）

スポット

●支援コーヒー（粉）

●支援コーヒー（豆）

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。

100g

200g

583.20円

200g

1065.96円

（本体価格540円）

1065.96円

（本体価格987円）

9354

9360

月１回

月１回

（本体価格987円）

豆

粉

9361
月１回

新
 型コロナウ
イルス感染症の
影響で今年は自
粛の夏となりま
した。私もお盆
休みは夏の大掃除を行い、あ
とは高齢の母の様子を見に行
く以外はひたすら我が家で過
ごしました。猛暑の中、水害
の後片づけをされている皆さ
んには頭が下がる思いです。
休みの最終日に、買ったま
ま５年ほど部屋の隅で忘れら
れていた線香花火に火をつ
け、ちょっとだけ夏気分を味
わうことが出来ました。秋の
訪れが待ち遠しい今日この頃
（菊川）
です。 

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
12,872名
編 集／広報室
■県央東地域本部
27,014名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,248名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,333名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,467名
FAX 096-324-8123
（8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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