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利用普及推進委員会

2020年度 ☆☆ＧＣ産直びん牛乳☆☆
～11月 誕生月 Anniversary ～
ＧＣ産直びん牛乳を定期予約でご利用の方限定 ! !

「ＧＣ産直びん牛乳エピソード」大募集 !!
ＧＣ「産直びん牛乳の液だれ防止キャップ」または「ミルクストーリー
グラス（ゴールド）」をプレゼント♥♥♥（抽選で各25名 計50名！）

「家族に本物の牛乳を飲ませたい！」という想いから誕生した産直びん牛乳も今年で17周
年を迎えます♪
この私たち自慢の産直びん牛乳 ! ! 初めて定期予約をした方はもちろん、長い間ずっと定
期予約で飲み続けている方限定で、産直びん牛乳にまつわる「エピソード」を大募集します ! !
食卓のさりげないひとときや、おもしろエピソード等々、何でもＯＫです♪

いただいたエピソードは、「グリーンたいむ」やチラシなど、たくさんの方にご紹介でき

ればと思います！ぜひ、ご応募よろしくお願いしまーす ! !
♥応募資格♥
♥応募期間♥

ＧＣ産直びん牛乳を定期予約で利用している方
2020年11月23日 （月）
～12月４日 （金）

※書式は問いません。目安として、ハガキ縦半分に４～５行程度。100～150字程度。
♥なお、当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。
【応募要項】
お手持ちの用紙に下記の①～⑦を記入し、注文書と一緒に出されるか、ハガキまたは ＦＡＸにて
お送りください。
①産直びん牛乳エピソード ②センター名
（デポ名）③配達コース ④班名 ⑤氏名
（ペンネーム希望
の方はペンネームも一緒にご記入ください）⑥日中連絡のつく電話番号 ⑦ご希望のプレゼント名
◆注文書と一緒に出される場合は封筒または古封筒に入れてください。
表書き：「本部組合員事務局 産直びん牛乳エピソード 係」
◆ハガキ、ＦＡＸの場合は下記宛先へお送りください。
〒860-0056 熊本市西区新土河原２丁目１－１ グリーンコープ生協くまもと 本部組合員事務局
木村行き FAX：096–324–8123 お問い合わせ ☎096–324–8145（月～金、10時～16時）
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福祉講演会
「難病がくれた宝物
～僕は今が人生で一番幸せです～」
福祉委員会

グリーンコープの民衆交易品
エコシュリンプ

８月29日（土）に、親子で「共に生きる」ということを考える機会になるよう、
落水洋介さんをお招きし、福祉委員会主催でオンライン講演会を開催しました。
「想像してみてくださいあなたの未来を…もし、数年後寝

組織・環境委員会

民衆交易
（ネグロス）バナナ

自然な成育環境で人工飼料・抗生物

農薬不使用。

質を使わずにのびのび育てています。

プランテーション※による環境破壊の防止

マングローブ伐採による環境破壊の

ができます！現地の子どもたちが学校に通

防止ができます！

えるようになりました。
※熱帯・亜熱帯地域で単一作物の大量栽培
を行う大規模農園のこと

たきりでしゃべることができない未来だったとしたら？」講
師の落水さんは、どん底だったと言われました。

パプアのカカオの
チョコレート

どん底だった落水さんが、
「今が人生で一番幸せです」と
思えるようになった軌跡を話してくださいました。

マスコバド糖

児童労働のないものを実現しました。

プランテーションで格安賃金労働

識に見ようとしていた落水さんは「明るい未来を見る。病気

カカオ生産者は加工工場が島外にあるため、

ではなく、自分たちの土地で安心

になったことは変わらない。変えられる未来に焦点を絞って

グリーンコープと関わるまでチョコレート

して生産しています。

考える。寝たきりの未来は明るい！」と考えていかれました。

を食べたことがありませんでした。

人は見ようと思ったものしか見えません。暗い未来を無意

では、なぜ「今が人生で一番幸せです」と思うようになったのでしょう。それは「感謝」の気持ちで
す。普通に話せたこと、歩けたこと、友だちが会いに来てくれたこと…些細なこと、当たり前な日常に

東ティモールの
コーヒー豆

「有難い」と思えたら幸せな気持ちになる、と話されました。
たくさんの宝物のような言葉が詰まった講演会でした。
✿ ✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

参加者の感想 ✿

今まで何気なく困っている方にかけていた
「大丈夫ですか？」という言葉、これから
は魔法の言葉「何かお手伝いできるこ
とはありますか？」を使いたいと思
います。
息子と娘も一緒に聞けて「過去は変
えられないが未来は変えられる」と
いう言葉に小３の息子が反応し、考え
ているのを見て私も嬉しくなりました。

✿

✿

✿

✿ ✿

✿

✿ ✿

✿

「変えられないことにとらわれ続け、自分を
傷つける時間はめちゃめちゃ無駄！」
という言葉は、隣で聞いていた小３
の娘にも響いたようでした。

東ティモールでコーヒーは唯一とも

紛争の激しいパレスチナの人たちが平

いえる産業で命と暮らしを支えてい

和への願いを込めてオリーブを栽培。

ます。農薬を使わずに栽培。ポスト

化学薬品を使わず搾油しています。

※

ハーベスト も行っていません。
※収穫後の農薬散布

「失敗は前進！チャレンジは成長」
ステキな名言をありがとうござい
ました。落水さんみたいに私も「今
が一番幸せ !!」と言える人生を歩みた
いです。

カンパの
お申し込みは
カタログ GREEN

“前向きは技術”目の前にあるものに意味をつけられるの
は自分！プラスに考える練習から始めようと思います。
伝染するなら不機嫌より笑顔 の方が良いですね ! !
◆ 落水洋介さんの紹介 ◆
数年後には寝たきりになってしまうＰＬＳ（原発性側索硬化症）を発症されました。
「将来は医療の
進歩で完治」と笑顔いっぱい、前向きにさまざまな活動をされています。
熊本地震後、自身の経験とネットワークを活かして、九州に特化したシャンプー＆トリートメント
を開発し、その売り上げで被災地支援をされています。
詳しく知りたい方は、 落水洋介
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36・37号で！

あ

福岡県北九州市にお住まいの落水さんは2013年に、少しずつ身体・手足・口が動かなくなっていき、

パレスチナの
オリーブオイル

ぷ

ら

申込 014 １口 200円
番号 015 １口 500円

ＡＰＬＡとは

ＡＰＬＡ（オルタナティブ・ピープルズ・リンケージ in アジア）
日本ネグロス・キャンペーン委員会（ＪＣＮＣ）が2008年にその役割を終えたとし、
日本を含むアジア各地で農業・漁業を軸に「地域自立」をめざす人々との出会いをつく
り、経験を分かちあい、協働する場をつくり出すことを目的に設立。

ホームページ で検索してみてください。
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「令和２年７月豪雨」で被災された皆さま並びにご家族の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
応急仮設住宅へ入居された方へ生活応援セットをお配りしています。
届けしています。熊本地震の際にもお配りした経験から、すぐに使っていただけるような調味料やせっ
けん類、ホッとしていただければと、お茶やお菓子もセットに入れました。各地
域本部で手分けして、衣装ケースの中にセットしました。
10月14日（水）に人吉市の人吉城跡仮設団地、梢
山グラウンド仮設団地、村山あやめ仮設団地、下原田
仮設団地へ組合員が１軒１軒届けました。
「すぐに役
た。お話しする中で、着の身着のまま避難したので冬
物の衣類がない方や、割り箸しかなかったのでお箸を
もらえて嬉しいと言われる方、車がないので買い物に
行くのが難しい方など、さまざまな声をお聞きしました。元気カーでの移動
販売やファイバーリサイクル市などを早速検討していきます。
生活応援セットの中身を、一部ご紹介します。
◎応援メッセージ…他単協よりいた
だきました。
◎お箸…東日本大震災の被災地、宮
城県牡鹿郡女川町で被災者のコ
ミュニティづくりに取り組まれて
いる「うみねこ」より届きました。
◎洗濯用せっけん…せっけんメーカー〈太陽油脂〉よりの
支援品です。
◎ＧＣの調味料…仮設住宅に入居されて料理ができる環境
になられたので、醤油・砂糖・塩・なたね油などを。

冬物の衣類をお届け！「ファイバーリサイクル100円市」を
キープ＆ショップ人吉で開催しました。

場をお借りして、10月４日（日）に「ファイバーリサイクル100円市」を開催
しました。10時のオープンに向けて準備をしているところに次から次へと集まっ
て来られ、防寒着やズボン、温かい下着などを楽しそうに選ばれていました。温
まっていただきたいと、ＧＣ「混合削りぶし（さば・いわし・あじ）
」とＧＣ「か
つお超厚削りぶし」をたっぷり使った、おでんを用意していまし

「次はいつ？」「また開
催してほしい」との声が
多く聞かれたので、第２
回の企画を11月15日（日）
としました。
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田村 博子さん

食べていただきました。

竹内 智子さん

たが、当日は気温が上がり、暑いくらいになったので、かき氷も

９月28日（月）
、
「Ｅプラントクマモト」と「産直な
ごみ」に、お見舞金の目録をお渡ししてきました。
Ｅプラントクマモトは排水溝が
詰まってしまい、それに大雨が
降って梨がダメになり、また、
びっしりとカメ虫が大量発生して、
Ｅプラントクマモト
収穫量はほとんどなかったそうで
す。
「みかんはこれから頑張ります」とおっしゃって
いましたが、今年のように桜がダラダラと咲いている
年は、みかんの出来も悪いとぼやいておられました。
産直なごみは、ごぼう畑の土壌
がびしょびしょになり腐れてし
まったとおっしゃいました。きゅ
うりは台風が来る前に、ハウスを
産直なごみ
たたんで備えたそうです。
「なす
も全滅」と悲痛な面持ちで話されて、胸が締
め付けられる思いでした。
こんなに大切に育てられている野菜たちを、
大事に食べようと思いました。

「風鈴会」…宮崎県寄りで、とても
雨がひどかった地域だそうです。
長雨や台風で、トマトの花が落ち
実付きも悪かったそうです。出荷
風鈴会
も減り困られている様子でした。
「清和有農会」…長雨の影響で、
土や肥料が流れ野菜が育たず、出
荷ができないと言われていました。
清和有農会
とても苦労されている様子に、心
が痛みました。
「肥後やまと」「御岳会」…長雨や
猛暑の影響で野菜が育たず、基準
よりも小さいため出荷できないと
肥後やまと
言われていました。近年の異常気
象の中でも、日々努力し頑張って
いるそうです。
「九州自然の会」…台風10号の影
御岳会
響で白ねぎの大部分が折れてしま
い、傷みが出る可能性があるので、
出荷できないと言われていました。
★どの産地も台風の影響が今出て
九州自然の会
いると言われました。私たちに
できることは、買い支えることだと、強く感じました。
みんなで、買って食べて応援しましょう ! !

県北地域本部

れる方が増えてきたため、急遽、キープ＆ショップ人吉お向かいの白石さんに会

９月18日（金）、
「オーガニックファーム南阿蘇」
の山本哲郎さんへ、目録をお届けしてきました。
初めてお会いする山本さん
は私たちを素敵な笑顔で出迎
えてくださいました。直接圃
場へお伺いすることはできま
せんでしたが、被害状況は、
オーガニックファーム
南阿蘇
泥が畑のほうへ少し流れてき
た様子で、トマトへの被害はほとんどなく無事に
成長しているということでした。トマト畑は娘さ
んご夫婦の畑で、珍しい木製のハウスだそうです。
「ハウスの中を薪で暖めているのですよ」と聞い
て、暖炉のように優しい温もりと山本さんの穏や
かなお人柄に包まれ、ご家族の愛が詰まったトマ
トなんだな…と想像が膨らみました。美味しいト
マトに素敵な物語まで聞かせていただき、「被害
がひどくなくて良かった」と少しホッとしました。
皆さんのお手元に届いたら、ぜひ優しいトマトの
味を味わってみてくださいね。

県央東地域本部

朝晩が冷え込むようになり、キープ＆ショップ人吉に冬物の衣類を求めて来ら

10月２日（金）

八木 佳奈さん

に立つものばかり！」と、とても喜んでいただきまし

９月17日（木）
「佐伊津有機農法研究会」…台風10号により、オ
クラの圃場に海水が流れ込み、
塩害で全てのオクラが枯れて
しまったそうです。今年の出
荷予定量の４分の１が出荷で
きなくなりました。圃場も被
佐伊津有機農法研究会
害を受け、次に植える作物に
悩まれていました。
「やまびこ会」
…大きな被害は
なかったものの、長雨の影響
で例年よりれんこんの節の付
きが少ないそうです。そんな
中、受注はいつもの１.５～２
やまびこ会
倍程あるそうで、嬉しい悲鳴
とお話されました。
「肥後七草会」…台風10号の
被害防止のため、ミニトマト
の主茎を横に倒してネットを
被せたそうですが、そのせい
で一部に傷が付き、出荷でき
肥後七草会
なくなったそうです。
★皆さん大変ながらも頑張っていらっしゃいまし
た。直接お話を聞いて、買い支えて応援してい
く重要性を感じました。

県央西地域本部

新生活を始められるにあたり、少しでもお役に立てるならと、全ての仮設団地に生活応援セットをお

豪雨災害だけでなく、９月３日（木）に九州北部へ接近した「台風９号」と９月７日（月）に九州全域に大きな
影響を与えた「台風10号」によって、産直青果生産者はハウスなどの施設や畑、作物に被害を受けられました。併
せて心よりお見舞い申し上げます。今回は、被災された熊本の産直青果生産者の方へ、県央西・県北・県央東の地
域理事長が、お見舞金（目録）をお渡しした際の様子をお届けします。
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加工用トマト
収穫のお手伝い
に行って
きました

わたしとグリーンコープ

地域理事

がないため、グリーンコープの組合員や職員・ワーカーズが収穫のお手伝いをすることにしました。

45

県南地域本部

少ないなか応えてくれた生産者の方々ですが、通常の青果の出荷に向けた作業が忙しく、収穫する余力

田上 美千代

数年前からグリーンコープの産直青果生産者に作付けをお願いしています。加工用トマトの栽培経験も

私とグリーンコープ

確保できる加工用トマトの量は年々少なくなってきています。この状況を少しでも解消できるようにと、

私が食品添加物に疑問を持ち、安
全な食品を食べたいと思うように
なったのは、肝臓を悪くしたからで
す。肝臓は食品添加物などを処理す
る 臓 器 と 聞 き、 当 時（ 昭 和 年 頃 ）、
添加物を使っていない食品は、自然
食品しかありませんでした。高額で
すが、無農薬の米を買い、精米機も
買って頑張っていました。
し ば ら く し て、 水 俣 に グ リ ー ン
コープの前身「ライフベル」が誕生
し、こちらの商品に切り替えました。
グリーンコープは良い商品だけど高
いという人がいますが、良い材料を
使って添加物を極力使用しないので
安心して食べることができます。
食べ物で健康は作られると信じて
生活してきました。グリーンコープ
の存在は、私の生きる糧です。肝臓
を患っても、元気でやってこれてい
ます。

グリーンコープのトマトケチャップは国産の原料にこだわり、原料確保にも努力を重ねてきましたが、

９月15日（火）、「阿蘇小国郷」での収穫作業の様子

れ♪

上田 玲奈

「グリーンコープでんき」Ｑ＆Ａ

Ｑ．電気の共同購入をするのは組合員が安く電気を使えるようにするためですか？
Ａ．グリーンコープが電気の共同購入を行うのは、
「原発フリーの電気」を実現して、
「脱
原発社会」に近づいていくためです。その上で電気の使い方も見直し、総額として
の電気料金を下げていきたいと思います。

また「電気の品質（安心・安全）」を考えれば、「グリーンコープでんき」は「安い」

と言えるかもしれません。

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

9/26現在

目標

125,094,000円
316,533,186円

10/1現在
2020年度目標

650件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ
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組合員

❤ ❤
❤

【お知らせ】12月１日（火）に「遺伝子組み換え・ゲノム編集技術や食に関する学習会」をオンライン
（Ｚｏ
ｏｍ）で開催します。講師は、ジャーナリストで「遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン」
「市民
バイオテクノロジー情報室」代表の天笠啓祐さん。問い合わせ先 ☎096-324-8145（月～金、10時～16時）
※詳細は10月26日週配布のチラシ、もしくはグリーンコープ生協くまもとホームページをご覧ください。

社会福祉法人グリーン
コープ ふくしサービス
センター 結ふたば

に答える

ナ？」
の「ハテ

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

収穫したトマトは、
トマトケチャップの
メーカーへ
届けられます♪

おいしいケチャップになー

出会いはカタログの中の１枚の
チラシでした。ヘルパーの資格が
取れるという研修の案内だったと
思います。その時はまだ子どもが
幼く受講することはできませんで
したが、生協で研修を開催してい
ることが心に残っていました。
数年後、組合員活動も一息つき
子どもも成長した頃、再び案内チ
ラシが入りました。周囲の理解も
あり、組合員事務局をしながら研
修を受けることができました。研
修中に自分もワーカーズの一員と
して働きたいと考えるようになり
ました。ワーカーズに加わり、訪
問介護の仕事を始め、経験を重ね、
この春、介護福祉士の資格を得る
ことができました。
自分らしい働き方から子どもの
行事など相談しやすい環境で、毎
日充実しています。貴方も一歩踏
み出してみませんか？

阿蘇郡小国町の「ゆうステーション」に集合し、生産者の方と
合流した後、現地へ向かいました。トマトは、「阿蘇小国郷」の
高野さんの畑に植え付けられており、赤く熟したトマトが鈴なり
になっていました。高野さんから収穫の仕方と選別方法を教えて
もらい、さっそく収穫し始めると、準備していたコンテナはみる
みるうちにトマトでいっぱいになっていきました。５名の参加者
と高野さんとで約２時間かけて収穫し、コンテナ17箱（およそ
300㎏）をトラックに積み込んで収穫作業は終了しました。
この日は曇りがちの晴天で、２時間の作業で多少の汗はかきましたが収穫するには最適な気候でした。
トマトを手でもぎ取る作業は楽しく、作業しながら高野さんとの会話も弾みました。
グリーンコープの青果生産者による加工用トマトの栽培は３年前から試験的に行われています。加工
用トマトの産地では通常トマトを地面に這わせて栽培していますが、高野さんは昨年、収穫しやすいよ
うにとトマトの茎を支柱に固定したところ、台風で茎が折れて全滅してしまったそうです。それが悔し
かったので、今年はグリーンコープから支給された資材をもとに土作りにもこだわり、支柱を使わずに
地面に這わせるように栽培したとおっしゃっていました。
（長野県で育った苗がグリーンコープから届
き、５月25日に定植したそうです）。高野さんは、
「なかなかトマトの色付きが進まず心配しましたが、
今日は一気に色付きが進んでいて予想以上にたくさん収穫できました。加工用のトマトは雨が多い九州
では作れないと言う人もいるけれど、今年のトマトは台風10号の風雨にも耐え、順調に成育したので
多くの収量が見込めそうです。将来安定してまとまった量がとれるようになったら、グリーンコープの
青果生産者が作った加工用トマトのトマトケチャップを作れたらいいですね」と、笑顔で話されました。

中野 真哉

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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ふくしまとみんなをつなぐ「ひまわりプロジェクト」

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

「ＮＰＯ法人シャローム」では食用ひまわりの栽培をしてきましたが、2011年東
日本大震災と原発事故によってひまわりの栽培が困難となり、それを知った全国の
ボランティアがひまわりを育て収穫した種を送ってくれることになって「ひまわり
プロジェクト」は始まりました。グリーンコープもボランティア団体となり、協力
回収した
できる団体や個人が種を持ち帰り畑やプランターに種をまき、育てて採種をしてい
カタログの重さ
34,680㎏
ます。くまもとでは、熊本地震後つながりのある方の畑を活用させてもらい、今年
↓
度は約2,000本のひまわりの花を収穫しました。台風の影響で組合員での収穫はで
６ロール入り
トイレットペーパー
きませんでしたが、種の採取には組合員10人が参加
11,560袋分
できました。作業中、自己紹介を入れたりと楽しく作
どんどんカタログを出しましょう
業をしました。
「福島に想いを寄せる機会となった。
ʐʥˎː˘էᬹʝʬʊ˄ʟ!!
いろいろな参加者の方と話す機会ができ触れ合うこと
お名前と連絡先
ができた」
「子どもにこのような活動があることを知っ
（電話番号）
と所属地
てほしかった」などの感想が出され、とても有意義な
区名または所属セン
ターを明記のうえ、
時を過ごすことができました。カタログにひまわり油
下記住所「本部組合
「みんなの手」が掲載された折には、みんなで利用し 9 月12日 （土） 「ましきスマイルいきいき館」 員事務局」宛てにお
送りください。
ましょう‼
（担当組合員事務局 児玉） 参加した組合員と採取したひまわりの種

9月分

49.0％
49.0
％

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：１月 11 日
（月）
〜１月 15 日
（金）
（月）
〜１月 29 日
（金）
●配
達
日：１月 25 日

ご注文は43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

（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

円）

月１回

（粉）

200g

80g

00円
486.450

●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

とうに立冬は
過ぎたが気分は
冬隣り。とは言
え、日脚の短さ
は確かに向寒の
みぎり。しばらくすると福良
雀を見かけるようになるだろ
う。そう言えば、狩猟が解禁
された。同好の友や夫と、一
年を通してジビエ料理に舌鼓
を打ってはいるが、これから
のシーズンは格別な味わいな
のである。贔屓にしているお
店からの「 入荷のお知らせ 」
は至極楽しみではあるが、そ
の都度、懐には寒風吹き荒ぶ
こと間違いなし…。（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
12,949名
編 集／広報室
■県央東地域本部
27,140名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,366名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,387名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,842名
FAX 096-324-8123
（10月26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。➡

8

