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持続可能な未来への取り組み
グリーンコープは食品ロスを意識し、ハム・ソーセージ製造時に発生している規格外品を
グリーンコープの店舗で販売し、年間約20ｔの食品ロスを減らしていきます。
グリーンコープのハム・ソーセージは、飼料や肥育期間などにこだわって健康に育てられたグリーン
コープの産直豚肉を原料に、保存料や発色剤などの化学合成添加物を使用せずにつくられたもので、豚
肉本来のおいしさが味わえる商品です。ハム・ソーセージ製造元の「福留ハム株式会社」との相談の中
で、原料の端の部分や形が不揃いであるなど見た目が劣ることから、製品化されず従業員向けに内販処
分されている規格外品が、１週間で約380㎏発生していることが分かりました。
「福留ハム株式会社」の技術力により、グリーンコープの産直豚肉の品質の高さが存分に活かされた
ハム・ソーセージの安全性とおいしさをグリーンコープの組合員はよく知っているので、
「見た目は劣
るけれど、正規品と中身が変わらない規格外品である」ことをきちんと伝えれば、きっと喜んで購入し
ていただけるはずだと考えました。ただ、規格外品は量が限られるため共同購入（班配達、個人宅配）
で取り扱うことは難しく、2020年４月よりグリーンコープの店舗で販売しています。このことにより、
年間約20ｔの食品ロスを減らしていくことができます。
日本人の１人当たりの食品ロス量は１年間で約51㎏とも言われており、2019年10月より「食品ロス
の削減の推進に関する法律」が施行されました。またＳＤＧ s に掲げられた目標にあるように、持続可
能な社会を目指してさまざまな問題の解決が必要です。今後もグリーンコープ商品を製造いただいてい
る生産者やメーカーの方から、今回のような相談をしてもらえるような関係づくりを継続し、持続可能
な社会の実現と日本の食産業を守るために、可能な限り食品ロスを減らし無くしていきます。
＝ＳＤＧｓとは＝
国連が2015年に採択した「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」にまとめ
られた17の目標。「誰ひとり取り残さない」をキーワードに2030年までの達成を目指しています。

ハム・ソーセージ規格外品の入荷スケジュール
月曜日…荒尾店・しみず店
水曜日…長嶺店
木曜日…桜木店
金曜日…平成さくら通り店

※数量限定です。
また、週により数量は
変わります。

みんなで
規格外ハム・ソーセージ
を食べて、食品ロスを減らす
取り組みに参加しよう！
おいしさはそのままで
お得な価格になっているよ♪
近くのグリーンコープの
お店で購入してね！
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「令和２年７月豪雨」災害支援活動報告

＝生活再生相談室＝
被災された方のお金に関する相談を、積極的に受け付けています。

家計の立て直しをアドバイスしながら早期
の生活再生を支援します。状況に応じて支援
計画の作成、相談支援、関係機関への取り次
ぎ、必要に応じて貸し付けのあっせんなども
行い、家計相談を継続し、生活再生を応援す
る事業です。

相談は無料です。個人情報・秘密は守られます。
●熊本相談室

☎０９６－２４３－２１００

熊本市中央区出水２－５－８–205号
●八代相談室

☎０９６５－４５－５１３３

八代市東片町255番地

２Ｆ－203号

７月27日週に配布したチラシでお願いしました、いのちをつなぐための「かさじぞう基金」へのご協力
ありがとうございました。８月15日までに、1,778,800円のカンパをいただきました。
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キープ＆ショップでは写真洗浄の取り組みも
始めました。汚れてしまった写真がよみがえ
ります。まずは乾かして保存を。

あの豪雨に襲われた 7 月 4 日からもう 3 ヶ月が経ちました。球磨川沿いにあった人吉のキープ＆
ショップの店舗は商品も備品も全滅でした。発災から数日は、グリーンコープの災害支援の方たちに
力強くサポートいただき、人吉のスタッフも店の片づけに精を出しました。その後は、仮店舗の開設、
被災された組合員さんとの連絡、時には商品をお届けしたり、さらには災害支援ステーション（元の
キープ＆ショップ）での支援活動など、毎日が飛ぶように過ぎていきました。
私たちも通常のキープ業務のほか、支援物資のお渡しや、ステーションを訪ねてみえた方のお話を
聞いたり、時にはお茶飲みしたり、炊き出しの汁物やかき氷を食べていただいたり、少しでも被災者
の方たちの力になれればと活動しています。球磨村の仮設住宅や人吉の被災地を回る移動販売車「元
気カー」の運行も始め、「これからまだまだグリーンコープや私たちにできることはたくさんある！」
という感触を得ています。経験不足、力不足は否めませんが、グリーンコープの仲間たちからの温か
いご支援に感謝しながら、できることを、コツコツと続けていこうと思っています。

キープ＆ショップ人吉 代表 御薗 豊子
こうのせ

芦北町白石地区、球磨村神瀬地区で地元主体の炊き出しが始ま
りました。
▶神瀬地区での炊き出し

グリーンコープ生協くまもとの生活再生相談室は、熊本県の家計相談
支援事業所として、実施主体の県・市からの委託を受けています。

「元気カー」は5～6ヶ所を訪問しています。
お惣菜が好評です。

◀白石地区での炊き出し

今回の７月豪雨で被災された皆様、まだまだ心労が絶えないことと思います。心よりお見舞い申し
上げます。
私たちグリーンコープは、食べもの運動から出発して、安心して地域で暮らせる環境を整えるため
に、高齢者福祉や子育て応援についても頑張って取り組んできました。2008年に生協の原点である
「相互扶助・助け合い」の視点を大切にしてスタートした生活再生相談室も13年目を迎え、多重債務
問題や、困窮者支援へと、本当に苦しんでいる人たちの問題に取り組んでおります。そのような中、
熊本地震、さらに今回の豪雨災害と、被災したところへ、私たち生活再生相談員は生活の再生・生活
再建に向けた支援を実施してきました。熊本地震の発災時には被災された方へ懸命に寄り添い、復旧・
復興資金への家計相談支援を行い、これまで相談された多くの方々から、
「家計相談を行い、少し安
心できた」など、不安の解消へつながった様子を伺うことができました。このような支援経験を活か
し、今回の豪雨災害の発災直後から迅速な支援へと､ 行政との連携のもと、グリーンコープの災害支
援センターとも強力な連携で地域の中に支援活動が広がっています。被災から再生へ、困窮から解消
へと支援のルートに乗れるように、相談者さんと出会っています。
人吉市からの依頼により、相談員は８月１日より人吉市カルチャーパレスに常駐し、８月で85件
の相談をお受けしています。災害の様子は、
「自宅の天井まで水がきて家財道具がほとんど流出し、
家電品が全部ダメになった」「アパートが水害に遭い出ていく必要がある」など、皆さん大変な状況
を抱えています。また、「思い出がたくさん詰まった家を解体したくない」「どうして良いか分から
ない」と、涙される相談者もいらっしゃいます。簡単には気持ちの整理はつきません。そのような
時にはしっかりお気持ちを聞き、一緒に考えていきます。
以前の暮らしを取り戻したい思いには、必ずと言って良いほどお金の問題が発生します。対象にな
る制度の案内や、不足する金額の試算により、安心して暮していくには、いくらまでの返済だったら
大丈夫か、など、家計を通して課題を整理しながら暮らしに沿った提案を行います。また、コロナ禍
の現状による経済の縮小は、生活維持への見通しの成立が困難な状況も見えます。企業の倒産、事業
の廃業により解雇されて収入の減少など、これまでの生活が一変されようとしています。さらに感染
のリスクも抱えながらの日々です。組合員へ、いのちをつなぐための「かさじぞう基金」カンパへの
ご協力もお願いし、多くの方への相談支援につながればと思います。

生活再生相談室 相談員 中島 明美

キープ＆ショップ人吉は、被災者に寄り添い「元気カー」
の運行も始めました。これからも元気に活動していきます。

両地区とも被災後１ヶ月ほど道が土砂で塞がれ、孤立していました。まだまだ自宅で調理すること
が難しい状況が続く地域の皆さんがつながりを持ち続けられるように、一緒に料理をしながら、楽し
める場となるようにと思います。

くまもとの皆さんからお寄せいただいた「令和２年７月豪雨」災害支援募金
は８月末現在、約1,800万円が集まっています。温かいご支援に感謝いたし
ますとともに、引き続きご協力をお願いします。
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デモンストレーションを行いました

グリーンコープでは顔の見える関係づくりを大切に、グリーンコープ商品のメーカー・生産者を招いて
交流会や学習会を続けています。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により組合員活動は休止を余
儀なくされ、活動再開後もこれまでのような試食や調理を伴う学習会の開催は難しい状況が続いています。
そこで、自宅でできる組合員活動の１つとして、自宅のキッチンから参加するオンライン学習会の実現

林さんによる学習会「～ぜひ知っていただきたい、
『混合削りぶし』～」より
かつお以外の魚を原料にした、いわしやさば・あじなどの魚を原料につくら

牛深節ってなあに？ れる雑節。牛深節は、一般的には水で炊く煮熱を、海水で炊くのが特徴です。
牛深港に水揚げされたうるめいわしは、下処理後そのまま海水で炊き自然乾

に向け、単協理事・組合員事務局を対象に、グリーンコープ30周年記念単協開発商品ＧＣ「いわし削り

燥または冷風温風乾燥、さばやあじは頭と内臓を取り除いた「ふし」の状態で

ぶし」ＧＣ「混合削りぶし（さば・いわし・あじ）
」のメーカー「㈱山一」にご協力いただいて、８月25

海水炊きし、天草産の樫の木を燃やした煙で乾燥させる「燻乾」で仕上げてい

日（火）にオンライン学習会のデモンストレーションを行いました。

きます。鹿児島県はかつお節の産地として有名ですが、かつお節以外の魚を原
料とした雑節の総生産量は熊本県（牛深）が全国トップクラスの生産地である

㈱山一 Ｚｏｏｍ学習会「牛深節について学び、だしの取り方をマスターしよう
～いわし削りぶし・混合削りぶし～」
講師：㈱山一 林 尚樹さん
ミーティングをオンラインで行えるウェブ会議アプリＺｏｏｍを
て参加しました。
熊本市西区の「㈱山一」新工場２階の会議室に配信用の機器と

践しました。できたてのだしを一緒に味見して感想を言い合った

林さんは、「鹿児島の餃子メーカーさんがオンラインで餃子の
焼き方教室をしたと知って、オンライン学習会をやってみたいと
思いました。コロナ禍で組合員の皆さんと直接会う学習会や交流
会、お祭りなどができないのはつらいですが、今できることとし
て、オンラインでの学習会の開催をグリーンコープのメーカー・
生産者に呼びかけて広げていきたいです」と語られました。

だしの取り方の実演をする髙濱理事長。

すると、「晩ご飯のおかずにピッタリ♪」との声も聞かれました。

三脚に固定したスマートフォンで手元

わし削り節」のサンプルを使った切干大根のナムルの３品が完成

パソコンの画面に映る参加者に語りかける
講師の 林さん（写真右）
参加者とはチャットで対応も（左奥）
を撮影。

り、質問も気軽に行うことができ、味噌汁、だしがらの佃煮、
「い

羊水にうま味成分のグルタミン酸が、乳児期には母乳にグルタミン酸とイノシ
ン酸が含まれているから。
小中学生を対象に実施したおだし教室で、単体だしの人気は１番が「かつお
だし」で、「さばだし」「いわしだし」は２位や３位ですが、ブレンドだしでは
が１番おいしいと答えた子どもたちが多かったのです（削りぶしのやまいち：

スタート。林さんによる削りぶしやだしの学習会の後、参加者は、
ぶし」のサンプルを用いて自宅のキッチンで、だしの取り方を実

私たちは生まれる前から「うま味」を知っています。なぜなら、胎児期には

「昆布とかつおのだし」を押さえて「昆布とかつおにいわしとさばを加えただし」

調理器具を準備。開始時刻になり、髙濵理事長の挨拶で学習会が
画面に映る映像も参考にしながら、事前に配布された「混合削り

ということはあまり知られていません。

子どもたちに
伝えていきたい
日本人の
正しい食文化

活用し、参加者は各自で自宅のパソコンなどからＺｏｏｍに入室し

〈参加者の感想〉
★お手本を見て自分も同じだと確認ができ、同時に参加者の様子も見えたので、離れていても皆で同じ
ことをしている安心感があった。使い慣れた調理道具を使って料理教室に参加できたのは良かった。
★受講する側はとても気軽に自宅から参加することができた。子どもが一緒なら食育にもなり、画面越
しとはいえ、メーカーの方の顔を知ることができたのも良かった。開催する側は資料の事前発送など
大変そうだが、会場を予約する手間はないので良いと思った。
★会場まで移動する手間もなく時間も節約できた。
★牛深の様子、山一さんの新工場の様子、食育の話、料理教室が自宅に居ながらリラックスして聞けて
とても良い理想の学習会だった。
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グリーンコープ生協くまもと
の本部（熊本市西区）から学
習会に参加している様子。

画面に映る参加者の皆さん。
中心部分は、チャットの様子。
文章での意見交換や感想の共
有もできて便利。

オンライン学習会の実施に向けて

熊本県内の小中学生228人を対象に独自調査）。

たった50年で変わった食生活

～ やまいち13のほうしょく理論 ～

①「飽食」⇒飽和、おなかいっぱい
②「飽食」⇒飽きる、新しい商品
③「倣食」⇒模倣、本物を真似る
④「呆食」⇒呆れるメニュー
⑤「放食」⇒放棄された和食
⑥「崩食」⇒崩壊、６つの「こしょく」（孤食・個食・固食・小食・粉食・濃食）
▼

「６つのこしょく」提唱：服部栄養専門学校理事長

服部幸應氏

だから必要だった「和食の無形文化遺産登録」
▼

⑦「保食」⇒保護して国民全員で守る責任を負う
⑧「邦食」⇒自国食・和食の見直し
⑨「抱食」⇒家族の健康、愛を抱く
⑩「豊食」⇒一汁三菜、豊かな食卓
⑪「褒食」⇒褒められる・感謝
⑫「報食」⇒報われる喜び・頑張る
グリーンコープの一つひとつ輝いた食材を使えば、ほうしょくは、⑬「宝食」
「宝食」となるはずです。

家でつくる。家で食べる。まさに、「元気」の源はここから。

「いわし削りぶし」を使ったおすすめレシピ

切干大根のナムル

①切干大根を水で戻す。②ボウルに水気を切った①と、「いわし削りぶし」、ごま油、
塩を入れよく混ぜる。※材料は全てお好みの量で。
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わたしとグリーンコープ

団

体

助成金額

活動内容と主な用途

ＮＰＯ法人 風とねむの木の会

障がいを持つ青年や子どもたちが地域住民
258,885円 と交流し合える場づくり。エアコン・パソ
コン・コンパクトカメラ購入費。

社会福祉法人 るぴなす会

300,000円

就労継続支援Ｂ型通所事業・グループホー
ム。浄化槽修理費、パソコン購入費。

団

ライフサポートきよまろホーム

296,000円

有料老人ホーム・訪問介護事業。冷蔵庫・
掃除機購入費。

ＮＰＯ法人
熊本オルタナティブ教育協会

熊本県下の不登校支援やフリースクールな
300,000円 どのオルタナティブスクール運動の推進に
かかわる事業。ホームページ制作費。

山鹿こども食堂

地域の子どもの見守り・食を通し貧困家庭、
孤食の子どものサポート・不登校、虐待な
300,000円
ど困難を抱えた子どものサポート。調理器
具購入費、改築費、人件費。

体

百華

こどもプレイス・つなぐ
総

合

計

子どもたちの生きる力を育むため、より良
い生活と発達をサポートできるような体験
232,500円
活動を行う。看板・パソコン購入費、下駄箱・
軒の取付費。
2,139,385円

コロナ禍における審査の様子 福祉活動組合員基金運用委員会 委員長 三島 美枝

濱北 妙子

「グリーンコープでんき」Ｑ＆Ａ

Ａ．
「グリーンコープでんき」への切り替えは、主に九州電力の従量電灯プランからの切り替えならば、
料金も変わりません。メリットは、電気料金はそのままで契約を「グリーンコープでんき」に切り
替えるだけで、原発フリーの電気を利用できることです。原発フリーの電気を使う方や再生可能エ
ネルギーを使う方が増えることにより、原発の電気が余ることになり、脱原発社会に近づくことが
できます。
一方、現在の契約が季時別電灯など夜間電力を使う方の場合は、電気料金が高くなる場合があり
ます。積極的にお勧めはしません。
九電の ｢スマートファミリー｣「スマートビジネス」契約の場合や他の新電力との契約の場合は、
電気料金簡単シミュレーションで電気 料金を試算し、「グリーンコープでんき」への切り替えを、
ご検討ください。
グリーンコープでんき担当常務 中野 真哉

「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

8/26現在

目標

124,594,000円
316,533,186円

8/31現在
2020年度目標

641件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ
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子育て支援ワーカーズ
ぽっかぽか

Ｑ．「グリーンコープでんき」に切り替えることのメリット、デメリットは何ですか？

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

今年度の地域団体申請説明会への参加申し込みは、締切日までに20団体を超えました。助成を申
請する地域団体の数が熊本地震前に戻った喜びもつかの間、新型コロナウイルス感染症拡大による自
粛要請を受け、悩みましたが、こういう時だからこそ助成が必要とされているのではないかと思い、
今年度も助成を行うことを決めました。予定していた申請説明会は中止し、審査の方法を工夫し進め
ていきたいと考えました。福祉活動組合員基金審査の要である視察・面談は行わず、書類審査のみで
行うと決め「やれる方法」を模索しました。文章のやり取りのみで行うために、運用委員会では、委
員各自から出された質問を整理する方法として、
「付箋を活用したワークショップ方式」で開催しま
した。なかなかこちらの質問の意図が伝わらなかったりと難しいところもありましたが、文面や添え
られた資料にはそれぞれの団体の想いが溢れており、感動を覚えました。
スタートがひと月遅れたことで（３月７日を４月11日に延期）
、前期は地域団体の審査のみとしま
した。その中でも緊急性がある団体を前期の審査団体としました。
運用委員会では、予定時間を大幅に超える審査となりましたが、皆が納得するまで意見交換を行い、
判断することができました。

組合員のハテナ？にお答えします！

木村 朝子

障がいのある人とない人が一緒に芸術やス
300,000円 ポーツを楽しめる社会づくり。ゲスト旅費、
謝礼、保険料、印刷費、会場空調費。

私が、ワーカーになったのは７
年前。当時、子どもは２才と０才
でした。私のワーカーとしての時
間は、子育て真っ最中で、子育て
支援をしながらも、私自身、仲間
たちに子育て支援されてきました。
時には、他のワーカーに子どもを
預けて仕事をしたことも…。
さて、小学生になった子どもた
ちは、下校までに慌てて帰ってき
た私のことなど気にもせず、帰っ
てくると、すぐ遊びに行ってしま
うほど、手がかからなくなってき
ました。少し寂しい…。今、おう
ちで育児をしているお母さんたち
…私の頃とは色々なことが変わっ
ていると思います。変わらないも
のは「母から子への愛」
。
私たち「ぽっかぽか」も、ワー
カーズとして変わらない「愛」で
子育てのお手伝いをします！
先輩ワーカーからもらった大切
な言葉「愛があれば大丈夫！」

一般社団法人
Arts and Sports for Everyone

地

152,000円

域

障がい者の自立と社会参加支援活動。エア
コン設置費。

こまちの森

単協理事
県央西地域本部

請

それぞれのお気に入り

申

友人に誘われたのをきっかけに組
合員になり、あとからそう言えば子
どもの頃、家に配達がきていたなぁ
ということを思い出しました。その
頃の自分が何をお気に入りで食べて
いたかは思い出せませんが、３人の
我が子たちは、それぞれに牛乳やお
菓子、ナゲットなどいくつもお気に
入りがあります。隣からカタログを
のぞき「これ注文して！」とよく言
います。
小さい頃は「りすさんの」と言っ
て い た 末 っ 子 が「 グ リ ー ン コ ー プ 」
と言えるように成長したことは少し
寂しく感じますが、子どもたちの成
長とともに、それぞれのお気に入り
商品が変わっていくのを楽しく見て
います。
これからもグリーンコープのおい
しいものをたくさん食べて、大きく
なるのを見守りたいと思います。

グリーンコープが、参加型地域福祉をすすめていくために取り組んでいる「福祉活動
組合員基金（100円基金）
」は、グリーンコープの福祉事業をはじめ、地域の福祉活動に
取り組む団体（100円を拠出している組合員個人、および組合員が所属する団体）に助
成されるなど、地域福祉の財源として有効に活用されています。
2020年度の前期助成団体が決定しましたので、お知らせします。

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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利用普及推進委員会
利用普及推進委員会おすすめの「冬のおくりもの」と「手みやげ企画」です♪

冬のおくりもの
雑穀ぜんざい詰合せ
個配本体価格

手みやげ企画
博多ピクルス詰合せ（冬）

３,450円

個配本体価格

国内産の雑穀を８種類使用したぜ
んざいです。すぐに温めて食べるこ
とができます。雑穀の香ばしさと、
ほのかな甘さに癒されます。寒い日
にほっとする時間をプレゼントされ
てみてはいかがですか ･･･
「冬のおくりものカタログ」 はカタログＧＲＥＥＮ33号
（10月19日週配布） と一緒に、 「手みやげ企画」 は、
33 ・ 34号の別チラシで配布されます。

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）

80円
820.760

（本体価格

9372
月１回

円）

どんどんカタログを出しましょう

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。

特別申込欄に4 桁の注文番号をご記入ください。
●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

9354

80g

00円
486.450

円）

（本体価格

9355

月１回

●なたね油

200g

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

9373

9,917袋分

ご注文は33号注文書で

（本体価格

粉

（本体価格

↓

６ロール入り
トイレットペーパー

●釜炒り矢部茶（農薬不使用）

（粉）

200g

29,75０㎏

●申込書提出日：10 月 26 日
（月）
〜10 月 30 日
（金）
（月）
〜11 月 13 日
（金）
●配
達
日：11 月 9 日

※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

42.0％
42.0
％
回収した
カタログの重さ

９ 月号 3 面に誤りがありましたので、 ご迷惑をおかけしたことをお詫びして訂正します。
クリスマスケーキの登場号数はカタログ３０号となっていましたが、 正しくはカタログ３１号です。

●東アジア共生コーヒー
「ラオスの薫り」

8月分

950円

だいこん、ゆず、たまねぎ、オリー
ブ油を使ったピクルスです。
スティック状のだいこんに、刻ん
だゆずが入っていて、たまねぎは赤
たまねぎを使用しているので、淡い
ピンク色がきれいです。国産野菜と
りんご酢を使ったまろやかな酸味の
ピクルスで、子どもにも手が止まら
ないほど好評です。

GCくまもと 独自品

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

●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

孫
 が通う保育
園で運動会が開
催された。１歳
になったが、ま
だほとんど歩か
な い 孫 は、 保 育 園 の 先 生 に
抱っこされて行進し、お遊戯
では、元気に踊る園児たちの
真 ん 中 で、 歩 行 器 に 乗 っ て
キョトンとしていたので思わ
ず笑ってしまった。それでも、
真新しい体操服を着た姿はも
う立派な園児さんだった。娘
が苦労したであろうゼッケン
もちゃんと付いていて、親子
の成長も伺えて感動した。ス
マホの画面越しではなく、応
援に参加できる日を心待ちに
している。 
（上蔀）

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
12,902名
編 集／広報室
■県央東地域本部
27,076名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,309名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,359名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,646名
FAX 096-324-8123
（9月24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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