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ＧＣ「産直赤とんぼ
南小国からのおくりもの（農薬最低減）5㎏｣

カタログＧＲＥＥＮ

45号新登場！

ＪＡ阿蘇小国郷は、産直活動「レッツゴー田んぼ」の取り組みでおなじみの産地で、阿蘇外輪
山の北側に位置し、「あきげしき」という、とてもおいしい品種のお米が穫れる地域です。
ＧＣ「産直赤とんぼ熊本県産肥後米（農薬最低減）5㎏」に続いて、グリーンコープ生協くま
もととして産地を指定したお米を開発しました。開発に当たっては包材のデザインを組合員の皆
さんに募集し、応募いただいた中から理事会で選定しました。


応募総数 点の中から選ばれた
米袋のデザイン

▼

60

選ばれたデザインを応募した

濱石 智愛さん

母から「お米のイラスト募集があるから書いてみて
は？」と勧められたことが応募のきっかけです。お米
とくればおにぎりに金色の稲穂の海、赤とんぼを思い
つきました。趣味で絵を描いていますが、自分の絵を
好きだと思った方がいてくれたことが嬉しいです。
私は牛乳アレルギーのために食べ物に気をつけるよ
うになりました。グリーンコープには今後も安心・安
全な食べ物を届けてほしいと思っています。

「あきげしき」は粒が大きく、甘みが強くてとてもおいしいお米です。
おすすめはおにぎり。とにかく食べてみてください！
南小国がグリーンコープの産直産地になったのは、今から25年ほど前。
当時は熊本型特別栽培農産物「有作くん」に取り組んでいました。１年くら
い経ったところで、グリーンコープへ納入しないかとの声が掛かり、次の年か
らグリーンコープの「赤とんぼ米」の栽培をすることになりました。南小国は、
筑後川の源流である志賀瀬川など水が湧き出ている地域で、加えて寒暖の差が
大きい高冷地なので、とてもおいしいお米が穫れるところです。
産直活動で顔の見える関係を築いてきましたが、カタログＧＲＥＥＮで「南小国
語っていただいた
のあきげしき」というお米を選ぶことができないのがとても残念でした。今回、 赤とんぼ米生産部会長
北里 丈夫さん
新開発商品としてカタログに掲載されることになり、とても期待しています。
小国キープ＆ショップができてからは、組合員としてグリーンコープ商品も利用しています。未加入
の部会員にもこれを機会に組合員になるように声掛けをし、関係強化をしたいと考えています。

もくじ

１：ＧＣ「産直赤とんぼ南小国からのおくりもの（農薬最低減）５㎏」新登場！/ ２：
「令和2年7月豪雨」災害支援活
動報告 / ３：写真洗浄に取り組んでいます / ４～５： 利用普及推進委員会 / ６：わたしとグリーンコープ、こんにち
は ！ ワーカーズです、市民電力関連 / ７：
「有料老人ホームみどり」/ ８：
「自生ＧＭナタネ汚染調査オンライン報告
会」の報告、カタログＧＲＥＥＮ回収率報告、おたより募集、ＧＣくまもと独自品

思い出の詰まった写真
綺麗にして届けます

「令和２年７月豪雨」災害支援活動報告

写真洗浄 に取り組んでいます

７月の県南地域の豪雨では球磨川の氾濫により浸水被害を受けた世帯が多く、水没し汚れたままに
なっているアルバムが多くあることを知りました。思い出の詰まった写真を被災者の手元に残すことが
できるように、写真洗浄に取り組むことにしました。2019年７月の西日本豪雨では岡山県真備町で浸
水被害があり、くまもとでも写真洗浄に取り組んだ経緯があります。今回、
「あらいぐま熊本※」さん
と連携した取り組みとなっています。まずは理事・委員、組合員事務局を対象に10月８日（木）に開
催し、現在、毎週木曜日に「ましきスマイルいきいき館」で開催しています。

★ 写真洗浄の工程 ★（くまもとでは②～⑥を行います）

①写真アルバムを乾かす
②アルバムから写真を１枚ずつ取り出す
カッターを使って、カバーフィルムが付いたまま写真をアルバムから取
り出す。
③写真洗浄
最初にＤＶＤで写真洗浄の
様子を学習
バケツに水を張り、写真の裏面から水に浸しメラミンスポンジで端の方
から少しずつ汚れを落としていく。大切な絵柄が落ちてしまう恐れがあ
る場合は写真全体を水に浸けることは避け、部分洗いやウェットティッ
（Ａ）
（Ｂ）
シュで拭き、乾かす。
④干す
洗浄後の写真は「鳥よけ」などで水切り後、ハンガーラックを活用し、
ハンガーに通した洗濯ばさみで写真を挟み乾かす。その際に付箋を使っ
（Ｃ）
（Ｄ）
てアルバムの括りをわかりやすくしておく。
写真洗浄に使う資材
⑤仕上げ
さらし布にエタノールを適量スプレーし、拭きあげていく。写真の周り
は特に綺麗にする。最後に、
「鳥よけ」に写真を立て乾かす。
⑥ポケットアルバムへ収納する
⑦完成したアルバムを「あらいぐま熊本」へ返却。その後、被災者の方へ
届けられる。
（Ａ）

（Ｂ）

（Ｃ）

（Ｄ）
アルバムに入れて完成！
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仮設団地集会所・談話室用の備品を贈呈
八代市、人吉市、芦北町、津奈木町、山江村、球磨村の仮設団地に併設
された全ての集会所・談話室に備品を寄贈しました。
10月21日（水）に行われた贈呈式では、山江村は髙濱理事長、上村専務
理事、ピースボートの上島さんの３人で、北田副村長に対応いただきまし
た。人吉市は、上記の３人にグリーンコープ連合の村上専務スタッフを加
えた４人の参加で、迫田副市長に対応いただきました。こちらが恐縮する
ほど感謝いただき、理事長からは「今後も困りごとがあれば遠慮なくお声
掛けください」と伝えました。熊本地震の際もグリーンコープができるこ
とをしっかりとお手伝いさせていただいたことや、現在も継続して支援を
行っていることも伝えました。

山江村にて

備品は、各集会所や談話室に必要なものを相談の上、「サロン活動が活発に開催できる
ように」との思いで届けています。

冷蔵庫、電子レンジ、電気ポット、鍋、お玉、洗い桶、スポンジ、ふきん、台所用せっけん、急須、湯のみ、
お盆、掛け時計、傘立て、スケジュールボード、血圧計、掃除用品、トイレ用品、木製ベンチ、電子レンジ台、
下駄箱など。

熊本農業高校の生徒の皆さんと先生がボランティアに参加！
11月14日（土）、人吉市下林町のお宅の作業に入りました。今回はグリーンコープ生協くまもとの職
員に加え、熊本農業高校の１年生と３年生の生徒９人と先生１人がボランティアとして参加されました。
作業内容は、石膏ボード剥がし、床材剥がし、ウッドデッキの撤
去、庭の草取りを行いました。くまもとのメンバーだけでは、せい
ぜい石膏ボード剥がしとウッドデッキ除去程度と思っていましたが、
率先して頑張る先生を見て生徒たちも一緒になって頑張ってくれま
した。住人の方は、
「家の中が目に見えて、みるみる作業が進んで
いくので嬉しくなります。本当にありがとうございます」と大変感
謝されていました。熊本農業高校の引率の先生は、「また日程が合
えばいつでも呼んでください」と言われました。大変ありがたいこ
とだと思いました。
▲

庭の草取り

▼

床材剥がし

月 日（木）
の参加者の感想

◆写真洗浄というのを初めて知っ
た。落ち着いた頃に写真を見て語
り合う時がくると思う。写真が生
きる力のもとになればいいと思っ
た。今後とも継続して参加したい。

◆自分が被災していたら写真を諦
めてしまうかもしれない。少しで
も希望が持てるようになってほし
い。写真洗浄についても広めてい
きたい。人吉・球磨地域が地元。
親戚も被災したので写真洗浄のこ
とを教えてあげたい。被災地と離
れてもできるボランティアだと思
うので今後も参加していきたい。

◆前回の写真洗浄ではアルコール
での仕上げをした。今回は、洗い
の作業をした。少しでも写真が残
ればいいが災害の恐さも感じた。

◆手助けができれば続けていきた
い。１枚でも救える写真があれば
と思う。少しでも多くの写真を被
災された方へ返したい。
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◆デジタルの写真と違い思いも大
きいと思う。携われて良かった。

◆１枚１枚が大切な思い出であり
宝物だと思う。少しでも残せる手
伝いができてとても光栄。

※あらいぐま熊本…
「令和２年７月豪雨」を受け、同年７月23日に設立。豪雨被災地の依頼者から写真を預かり、
熊本市内の作業場で写真の洗浄作業をされている。希望者には、ワークショップや技術指導も行っている。

組合員から寄せられたカンパ金をもとに、被災者の皆さんに寄り添った支援活動を行っています。
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利用普及推進委員会

グリーンコープ 30th 記念くまもと開発商品
くまもとの組合員が永く愛されるように検討し開発した、おすすめ商品です !!
県北地域本部
商品おすすめ活動委員会

３種の原料を㈱山一さんで削り、独自の比率でブレンドされ
ていて、コクのあるおいし～～いお出汁が取れますよ♪♪

まるっと味わう♪
混合削りぶしのお出汁と出汁がらの佃煮でお茶漬け♪♪
＜材料と作り方＞
①ＧＣ混合削りぶしから取った出汁
（水１リットルに対して昆布10ｇ、ＧＣ混合削りぶし30～40ｇ）
②出汁がらの佃煮
出汁がら（細かく刻んでおく）
、ＧＣこいくち国産丸大豆醤油
（ちくご）・ＧＣ奄美きびさとう…各大さじ３、水…75cc、有
機すりごま（白）
…適量、その他お好きな薬味なんでも♪
⇒鍋に調味料と水を入れ煮立たせ、細かく刻んでおいた出汁
がらを加え、水分がなくなる程度まで煮詰めて、すりごま
をふる。
③ご飯とお好きな薬味（梅干し、わさび、とろろ昆布など）
⇒佃煮と薬味をのせてお出汁をかけるだけ～♪♪

しい
してもおい Ｃらくらくっ酢☆
Ｇ
おにぎりに
削りぶし＋ ヨネーズ☆
マ
☆ＧＣ混合
削りぶし＋
☆
☆ＧＣ混合 りぶし＋しょうゆ
削
☆ＧＣ混合

熊本県天草市牛深製造の厳選された
さば・いわし・あじを混合した削りぶしです。

も
お子さんに
！
メ
オスス

出汁取りだけでなく、
無駄なく使えて手軽に
おいしく３種のお魚の
栄養が摂れます♪

県南地域本部
商品おすすめ活動委員会

県央西地域本部
ＧＣ「いわし削りぶし」 商品おすすめ活動委員会
生臭くなく味噌
の味を引き立てた、やさ
しい味噌汁が味わえます。
かつおぶしのかわりに豆腐
やなすにかけても美味
しいです。
いわしは骨が気に
なり、子どもたちはなか
なか食べてくれません。
しかし、削りぶしなら肉厚で
そのまま食べても香りが良く
喜んで食べてくれるので、
カルシウムもしっかり
摂れそうです。
味噌汁に使って
みました。出汁の
うま味がよく出ていて
美味しい味噌汁ができま
した。
皆さんもぜひ !!

カタログ GREEN35号で新登場♪

簡単レシピ
ＧＣいわし削りぶし香るにゅうめん
【材料】２人分
・そうめん
・ＧＣちくごの白だし
・水
・産直白ねぎ（根深）
・かまぼこ
・ＧＣいわし削りぶし

２束
30cc
270cc（スープ用）

}

お好みの量Ⓐ

１．そうめんをたっぷりのお湯（２リットル）で
１分位ゆでる。
２．白だしでスープを作る。
３．１を２に入れ30秒煮て器に盛る。
４．Ⓐを３にのせて、できあがり。
☆めんをスープと別にゆでると、食感が良く
なります。
☆いわし削りぶしをかけると、スープがより
美味しくなります。
県央東地域本部
商品おすすめ活動委員会

カタログ GREEN 47号登場予定！

レンジで簡単

プリフライタイプ！
トースターで焼けば

衣はサクサク！
産直れんこんは

㈱ナカドモファームで
カットされています！

揚げ油はもちろん

GC「こいくち国産丸大豆醤油」 衣は GC「パン粉」
と、GC「海水塩（なぎさ）
」で
あおさを混ぜ

GC「一番搾りなたね油
菜の花物語」!!
5

国産野菜を小さくカットし、
産直鶏肉に混ぜこみ、

やさしい味付け！

ほのかな風味で
さらに美味しく !!
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グリーンコープの福祉

▲

普段、八代地域で配送をさせて
もらっています。週に１回ご注文

の商品をお届けするという、言葉
では簡単に表現することができま
すが、毎日、毎週同じようでいて
違っているこの仕事は、入職前の

イメージとはずいぶん変わりまし
た。私は入職して１年半が経ちま
す。配達にお伺いするごとに、世
間話やその方のお話などで会話が
弾むようになりました。そういっ

▼

地域理事

県北地域本部

庵本 みつえ

子育ては
グリーンコープと共に

私とグリーンコープの出会いは、

子育てサークルを立ち上げたいと

思 っ て い た 矢 先 の こ と で す。「 う え

き元気隊」という地域作り団体の方

や、先輩ママとの出会いでグリーン

コープを知りました。大きな鍋にゆ

で卵を作って振舞ってくださり、子

どもたちは左右の手にゆで卵を持っ

て 美 味 し そ う に 食 べ て い ま し た。

た中で生まれる笑顔が嬉しいと感
じていることに、ふと気がついた
のです。この笑顔で、疲れている
時でも残りの配達も頑張るぞと、
元気をもらえたりしています。最

テ
組合員の「ハ

ほっけ

つ

法花津 敏也

「グリーンコープでんき」Ｑ＆Ａ

Ｑ．転勤などで、引越しをする場合の電気の手続きはどうすれば良いのですか？
Ａ．電気は、電気の供給地点ごとに契約を結ぶ必要があるため、引越しの場合は現在の契約について
は解約し、引越し先での新しい契約申し込みが必要です。これは、九州電力の場合と同じです。脱
退手続きと合わせて解約手続き (＊1) を、引越し先では新規の申し込み手続き (＊2) をお願いします。

＊１：解約をしないといつまでも契約が残り請求が続きます。別の方が入居した場合、その方の
分まで請求が発生します。

＊２：引越しの場合は、（九州電力管内であれば）利用開始後の申し込みでも大丈夫ですが、早
めの手続きをお勧めします。中国・関西電力管内への引越しの場合は、事前の申し込みが
必要です。

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

10/27現在

目標

125,304,000円
316,533,186円

11/14現在
2020年度目標

660件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

「みどり」では入居者を募集しています。現在20室に対して20人の入居者がおられますが、お部屋
が空き次第お声掛けができます。早めに相談されることをお勧めします。 （☎096-234-7690）

められて加入しました。

出会いは大切だなとつくづく思い

ます。だから今もグリーンコープな

の で す。「 安 心・ 安 全 」 な 食 材 は グ

江島さんと内田さん▼

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

る

ナ？」に答え

「みどり」では、要介護１以上の方に入居いただいていて、現在は20人の方が
入居されていて満床です。平均介護度は3.5で、住宅型の有料老人ホームとして
は、かなり重度の方が多いといえます。「出会った方に最期まで寄り添いたい」
という願いから生まれた「みどり」です。 ７ 月に施設内で初めて「看取り」をす
ることができました。24時間365日のケアをさせていただくので、思いよりも
業務が先になった時に虐待などの問題が起こります。そのためには、スタッフのメンタル面に心配り
をする必要があります。
「みどり」では、全介助の方が自分で食べられるようになったというような例は、珍しくないこと
です。入居者同士の交流も活発で、
「長生きして良かったと思ってもらえるような介護をしたい。認
知症の方に対しても尊厳のあるケアをしたい」と江島さんが熱く語られました。
有料老人ホーム・訪問介護・居宅介護支援（ケアマネージャー）
・デイサービスという４つの事業
がそれぞれの利用者の情報を共有することで、一人ひとりにとって本当に必要な介護ができる事業所
として「福祉センター三里木」のスタッフ全員が頑張っておられました。
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リーンコープで。毎日の食卓から免

毎日、リハビリを兼ねたゲームなどを
楽しまれています。

疫力アップ！ウイルスに勝てるよう

▲
「ゆるりの家・三里木」の広々としたデイ
ルームは、デイサービスの利用者が、共に
リハビリや談話で楽しめるところ。
「みど
り」から通って来られる方も多いです。

近では、少しでも多くの人にこの
笑顔になってもらえたらと考える
ようになりました。まだまだ未熟

▼「みどり」の個室は全部で20室。
自立度が高い方はトイレ付きの個
室に入居。

ではありますが、しっかり勉強を
して、笑顔を増やしていければと

朝・昼・夕の３食共にグリーンコープの食材
で、おいしくて安全なお食事を提供します。

思います。

▲本田さんと中津さん

な健康な体を作りましょう。

「みどり」に入居している本田さんは、現在95歳。入居当初は車い
すの生活だったのですが、１年半経った現在は、歩行器を使って足取
りもしっかりした歩行へと。ここの生活が気に入っていると語られま
した。デイサービスを利用している中津さんとは、デイルームでの交
流で同じ高校の先輩・後輩というのを知り、とてもいい友人関係に。
脳梗塞で倒れて一部後遺症のある中津さんも、昔のことを思い出す
ようになったなど、以前より症状が軽くなったと喜んでおられました。

この先もずーっとグリーンコープ

2018年５月に「福祉センター三里木」に開所した、グリーンコープ生協くまもとに
とって初の「有料老人ホームみどり」は、組会員の永年の夢の施設として、ＪＲ三里木
駅のすぐ北側（菊陽町津久礼2972-33）に開所して２年半が経ちました。「福祉センター
三里木」内の４つの事業所の１つ「みどり」の「今」を、管理者の江島さんとセンター
長の内田さんにお尋ねしました。

が私の生活の一部です。

「有料老人ホームみどり」

わたしとグリーンコープ
「 安 心 な の よ！ 安 全 な の よ！」 と 勧

夢ヲかたちに

中野 真哉

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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「自生 GM ナタネ汚染調査オンライン報告会」の報告

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

10月分

グリーンコープでは、今年度も自生遺伝子組み換え（以下ＧＭ）ナタネ汚染調
査を各地で行い、９月28日
（月）
にグリーンコープ全体の調査報告会がオンライン
で開催されました。くまもとでは昨年、一昨年とＧＭナタネが見つかりましたが、

60.1％
60.1
％

今年度は県内85ヶ所で調査を行い、幸いすべて陰性でした。グリーンコープ全

回収した
カタログの重さ

体では234ヶ所で調査が行われ、17ヶ所（福岡で15ヶ所、兵庫で２ヶ所）で除草

42,570㎏

剤耐性のＧＭナタネが見つかりました。自生ＧＭナタネをそのまま放置しておく

↓

と花粉の飛散により、アブラナ科の野菜（キャベツ、ブロッコリー、白菜、大根、

６ロール入り
トイレットペーパー

カラシナなど）と交雑して遺伝子組み換え作物に変わる可能性があります。

14,190袋分

同日開催された「遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン」代表の天笠啓

どんどんカタログを出しましょう

祐さんによる学習会では、市販の多くのパンからグリホサート（除草剤の成分で

ʐʥˎː˘էᬹʝʬʊ˄ʟ!!

発がん性がある）が検出されていることや、政府はグリホサートの残留基準を緩
和していることを聞きました。除草剤（成分：グリホサートやグリホシネート）
耐性のＧＭ作物の広がりを防止するために今後も調査を続け、
「遺伝子組み換え作
物反対」の声を多くの方や行政にも届けていくことが必要だと改めて感じました。


（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：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

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）

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

早いもので、
１年が終わろう
としている。年
明け早々に新型
コロナウイルス
感染症のニュースが飛び込
み、いまだ先が見えない状態
で、組合員活動も例年通りに
は行えない状況。
そのような中でも、機関紙
や ホ ー ム ペ ー ジ は、
「グリー
ンコープ生協くまもとの今」
を伝えるツールとして大切な
ものである。ステイホーム中
の方々にできるだけ多くのこ
とを、充実した内容で知らせ
ていきたいと考えている。
（伊藤）
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編 集／広報室
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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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