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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/

今年もみんなで力を合わせて、
グリーンコープ運動をすすめていきます。

くまもとの理事長、各地域本部
の地域理事長、専務理事より、
2021年（令和３年）にかける思
いを伝えます。

県南地域本部
馬渕 早苗地域理事長

グリーンコープ生協くまもと
髙濱 千夏理事長

寒い朝、ランドセル背負って
「行ってきます！」と駆け出す我
が子たち。新しい年のスタートで
す。今年も一人ひとりに大切なも
のを伝えていきたいと思います。
人なつこい笑顔と、そっと手の温
もりを伝えるような語り口で。

2021年もグリーンコープの安心・安全で
美味しい食べものを食べて、健康に過ごしま
しょう！
新しい生活様式が日常になる中で、組合員
の皆さんへグリーンコープ運動を伝えられる
ように柔軟に工夫しながら、組合員活動を続
けていきます。生活を支える生活協同組合と
して、支え合い共に生きるくまもとを作って
いきましょう。

県央東地域本部

みどりの地球をみどりのままで 竹内 智子地域理事長
未来の子どもたちに残したい！
一人ひとりの日々の選択が、明
日の子どもたちの未来を作ります。
脱プラスチックが叫ばれている今、
グリーンコープでは仕分け袋の回
収をしています。一手間かけて
県北地域本部
田村 博子地域理事長 （ネームラベルはハサミで切って
県央西地域本部
くださいね）未来の子どもたちの
八木 佳奈地域理事長
ために頑張りましょう♪

地域理事長４年目となりました。
周りの皆さんのおかげで、毎日楽
しく過ごしています。少しずつで
すが、コロナ禍でもできることを
考えて、組合員の皆さんに楽しい
ことを発信していきます。コロナ
に負けるな !! 今年も笑顔いっぱ
いで頑張ります。

2021年の抱負は、やはり、組合員の皆さんと一緒にすす
めてきたグリーンコープ運動を、もっと地域の方々へ広げて
いくことです。生活に密着したグリーンコープ運動ですので、
組合員・職員・ワーカーズが地域と向き合い、グリーンコー
プの素晴らしさを発信し続けることが一番大事ではないかと
思います。お友だちやご近所の方とお話しされる際、話の流
れで食べものの話になった時は、グリーンコープの話をぜひ
お願いします。そのことが、きっと新しい仲間を増やすきっ
かけになります。本年もどうぞよろしくお願いします。

と良い
今年はモゥ～ッ
うに♪
年になりますよ

グリーンコープ生協くまもと
上村 猛専務理事

明けましておめでとうございま
す。今年度で任期を終えることに
なり、６年間の出逢いと経験は私
の宝物となりました。関わってく
ださった皆さんに感謝し、新しい
一歩を踏み出そうと思います。
次はどんな出逢いが待っている
のかな…。
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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年度の後期助成団体
が決定しましたので、お知らせします。
申

請

団

体

助成金額

ＧＣ「産直れんこんはさみ揚げ」

活動内容と主な用途

地

家賃・水道光熱費・織り機等賃貸費・資材費・
人件費・消耗品費
楽器購入費・衣装購入費・楽譜作成費・研修費・
300,000円
事務費

田んぼカフェ

180,000円

メイプルサウンズ
域

こどものゆめまもる基金

団

小国食の工房

200,000円 活動費・図書費・教材費・消耗品費

体

厨房使用料・講師料・材料費・地熱乾燥室使用
料・地熱乾燥用野菜代・運営費
人件費・講師料・委託費・交通費・通信運搬費・
300,000円
設備備品費・消耗品費・印刷製本費
報償費・需用費
（印刷代他）
・役務費
（保険料他）
・
300,000円
研修費・旅費交通費・借上費
ワーカーズ・コレクティブ「食育の会わくわく」
3,119,500円
2019年度子ども料理教室および会の運営費

個配本体価格…378円

熊本転入ママの会くまてん

280,000円 地域たすけあい絆・とんぼ2020年度運営費
1,402,325円 ゆう＊あいショップ三里木店2019年度運営費
300,000円
グリーンコープ生協くまもと理事会

一般社団法人グリーンワークスＦＰ「円縁」
2019年度運営費

513,846円 らくらく家計簿クラブ2019年度運営費
382,854円 子育てサークル2019年度運営費
400,000円 「ましきスマイルいきいき館」地代家賃

熊本地震で被災し、休業を余儀なくされたメーカーの思いを余すことなく
引き継いだＧＣ「産直れんこんはさみ揚げ」が、グリーンコープ30周年記
念の単協開発商品として「㈱ニッコー」より、装いも新たに登場します。
グリーンコープ青果生産者である「やまびこ会」の産直れんこんを無駄な
く使い切るために、
「㈱ナカドモファーム」では小さいサイズのれんこんを
丁寧に手作業で加工しています。
多くの思いが詰まったＧＣ「産直れんこんはさみ揚げ」がついに登場です！

メーカーをお招きし、学習会を開催しました。
（2020年10月27日〈火〉、グリーンコープ生協くまもと本部会議室にて）

260,000円

子育てネットワーク
「縁側 moyai」

商品開発委員会

㈱ナカドモファーム

㈱ニッコー

はさみ揚げ用に産直れんこんを加工しています
が、全ての工程が手作業です。まず、サイズ（4.5
～５cm）に合わせて選別します。その後、カッ
トしやすいように水煮にしますが、茹で時間は季
節ごとに変えています。栄養をそのままお届けす
るため、あえて皮を付けたままにしています。次
に、グラムを合わせながらカットします。小さい
サイズのれんこんは斜めに切ることでサイズやグ
ラムを合わせることができるので、これまで「規
格外だから」と畑に置いてきていた分も利用でき
るようになりました。小さいサイズのれんこんが
集まったところで、集中してカットしますが、１
日に約15,000枚（120～130kg）切ります。真水で
洗った後に袋詰めし、金属探知器に通したら、殺
菌のため、再度加熱処理をします。「㈱ニッコー」
に出荷するまでは、冷蔵庫で保存します。

グリーンコープにはＧＣ「はちみつ回転まんじゅ
う」をはじめ14種類の商品を納めていますが、この
度、ＧＣ「産直れんこんはさみ揚げ」も製造する運
びとなりました。まず、産直れんこんと共に国産野
菜を細かくカットして具を作ります。他の具材も
グリーンコープの商品で、産直鶏肉、ＧＣ「こいく
ち国産丸大豆醤油（ちくご）
」
、ＧＣ「海水塩（なぎ
さ）
」
、ＧＣ「パン粉」を使っています。成形した具
は、両面をれんこんで挟みます。ここだけは手作
業です。あとは、ベルトコンベアーの要領で、あ
おさを混ぜたバッター液やパン粉を付けるのも、
ＧＣ「一番搾りなたね油 菜の花物語」で揚げるの
も、全自動で機械がします。冷凍後に包装して、お
届けします。ご家庭では電子レンジでもトースター
でも簡単に調理ができます。お弁当のおかずや食
卓の１品としても、重宝すること間違いなしです。

156,847円 県北地域本部2019年度福祉講演会
186,803円

県央東地域本部2019年度
⑴内多勝康さん講演会 ⑵子育て講演会

70,900円 県央西地域本部2019年度福祉講演会
社会福祉法人グリーンコープ
労働協働組合たすけあいワーカーズ
ひとつ
子育て支援ワーカーズ
くまもと連絡会
総

合

計

6,277,000円 子育てサポートセンター2020年度運営費等
2,377,597円 人材育成に係る費用
人材育成に係る費用
245,000円
（ベビーシッター養成講座受講）
18,530,804円

「一般社団法人グリーンコープ生協くまもと福祉活動組合員基金2020年度助成団体報告会」のご案内
今年度の報告会は、Zoom を用いたオンラインにて開催予定です。開催日時ほか参加方法など詳細につい
ては、後日、注文書と一緒にチラシを配布するとともに、ホームページにも掲載しますので、ご覧ください。
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１枚ずつサイズ見本表
に照らしてカット。

福祉センター三里木建設に係る借入金2020年
1,278,132円
度利息
厚みや角度でグラムを
調整。

食感を出すため、細
かくカットしたれん
こんを、具にも混ぜ
ている。

れんこんで具を挟むのは
手作業。

学習会後の集合写真。前列が講師陣。

参加した商品開発委員の感想
れんこんはすべて手作業で１日に約15,000
枚もカットしていること、食感を統一するため
に時期によって茹で時間を変更していること、
品質を保つ処理を徹底していることなどのお話
を聞くことができました。はさみ揚げの製造で
は具にもれんこんを混ぜてシャキシャキ食感を
楽しめる工夫をされたそうですよ♪
（馬場 未菜さん）

ナカドモファームさんの「カットは全て手作業で」
という言葉に驚きました。角度を変えてカットする
ことで、産直れんこんを余すところなく使う、とい
うことは機械ではできません。生産者さんの熱い思
いを聞くことができ、私が高校生の頃にお弁当で食
べていた “ れんこんはさみ揚げ ” がまた食べられ
る !! と嬉しくなりました。
（小田 和美さん）
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県北地域本部

年
2020
）
（
日 木
７月９

愛農会によるＢＭＷ技術と
有機ＪＡＳ学習会

お家で過ごす Xmas
～オンラインクッキング～

◆愛農会野菜部（和水町中央公民館にて） 26人参加

◆ゆらぎ倶楽部・矢野畜産（東部センターより Zoom にて）
40人参加

グリーンコープは産地直結 !!
産直とは、生産者と消費者が顔の見える関係で、お互いの信頼の上に立ち、生産者にとっては
農業が安定して続けられ、組合員にとっては安心して生産物が購入でき、共に農業を守る立場で
提携すること。（1993年策定「グリーンコープの農業政策」より）

県央西地域本部

年
2020
（木）
日
11月５

年
2020
）
4日（土
10月2

コロナ禍で組合員活動が制限される中、できるだけ楽しく産直交流活動を体験し
てもらおうと、地域本部や地区で工夫を凝らして企画しました。
生産者と組合員の顔の見える関係は、今年度も充実した内容で深めることができ
ました。それぞれの様子をお届けします。

◆御岳会生産者の畑（山都町清和にて） 22人参加

◆やまびこ会（宇城市松橋町にて） 15人参加

レッツゴー田んぼ ㏌ ＪＡ上益城清和
◆清和交流田（山都町清和にて） 47人参加

稲刈り

▲

2020年度も組合員が楽しく参加できる産直交流活動を
企画・開催しました。

やまびこ会れんこん圃場・加工場見学

秋晴れの中、黄金に波打つ稲を刈りました。子どもたちも楽しそうに
１束ずつ刈り、わらで束ねて掛け干しをしました。毎年、柵に電流を流
して猪対策をされているとのことで、私たちの手元に届くまでに多くの
手間をかけていることが実感でき、届いたお米を１粒も無駄にすること
なく食べようと思える収穫体験でした。
（坂井 加代）
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「矢野畜産」より産直豚のこだわり、「とんかつ」の揚げ方実演、
加えて動画で工場の様子も知ることができました。また、
「ゆら
ぎ倶楽部」の畑さんのものづくりは、正解はない中で、常にめざ
すところへ試行錯誤しながら作物を育てていただいてる様子が伝
わってきました。
「とんかつ」の揚げ方、きゅうりとトマトで「きゅうりのピリ
辛サラダ」と「トマト＆モッツァレラチーズのバジルソース添え」
の実演もオンラインならではで、手元の作業が見やすくて良かっ
たです。
この取り組みを通して、たくさんの人が努力し、手間をかけて
私たちの命のもとを届けてくださっていることに、感謝の気持ち
でいっぱいになりました。これからもありがたくいただきたいと
思います。
（焼尾 育子）

玉ねぎの苗の植え付け援農

青空のもと、木々に囲まれた広大な畑で援農体験をしまし
た。小指ほどに開けられたマルチの穴に、か細い玉ねぎの苗
を傷つけないように植え付けるのは大変気を使いました。
マルチの中の土はふかふかで、収穫を迎える６月までしっ
かりと根を張って美味しい玉ねぎに成長してくれることを祈
りました。ぜひまた参加したいです。
（竹下 美沙子）

県央東地域本部

畑さんと竹内理事長

学習会に参加し初めて「食べている野菜」について考えまし
た。ＢＭＷ技術は、微生物の働きでミネラルバランスに優れた
「良い水」を作る技術。有機農産物とは「日本農林規格」の基
準に従って生産され、第三者（有機認証団体）から検査・認証
されたものに限り有機ＪＡＳマークが使用できます。
質疑応答の１つに「家庭菜園がうまくいかないのでアドバイ
スを」とあり、私自身もうまくいかず悩んでいたのですが“土
選び”が重要で「握って硬くないもの、臭くないものを選んで
みてください」とのことでした。
今日のように生産者さんと顔を合わせることでより一層安心
して利用することができます。今年度は愛農会の夏野菜を使っ
ての昼食交流会はできませんでしたが、私たちは食べることで
これからも応援していかないといけないですね。

（下田 佳子）

2020年 ）
日（水
11月４

2020年 ）
日（月
８月24

県南地域本部

「やまびこ会」は宇城市松橋町にあります。今回はれんこ
ん圃場と加工場の見学をしました。れんこん圃場見学では、
生産者の方が炎天下の中、泥水に胸までつかり１本１本てい
ねいに手作業で収穫されていました。化学肥料や農薬に頼ら
ない方法で栽培されていて、安心・安全なれんこんだと感じ
ました。
加工場では収穫したれんこんを洗浄し細かくカットして、
ＧＣ「産直れんこんハンバーグ」用に加工されていました。
出荷できないれんこんを使っていると思っていましたが、
「最近は加工の需要が伸びて商品に出荷するれんこんも使っ
ています」と話されました。
今回の交流はコロナ禍の中、限られた活動となりましたが
とても良い産直交流ができました。これからも利用して生産
者を支えていこうと思いました。

（野間 京子）

4

グリーンコープ生協くまもと主催で、

単協理事

3
3

廣末 信代

県央東地域本部

3

「グリーンホープ」

「グリーンホープきたよ」当時２

歳の息子が玄関へ走り、牛乳だけ抱

えて台所へ向かうのが毎週の光景で

年、私はグリーンコープでさまざ

14

した。友人の紹介で組合員になり早

まなことを学び、経験できました。

息子も託児でお世話になり、心身共

にすくすくと成長することができま

した。子どもが成長するにつれ、取

り組みの参加者から地区委員、そし

て福祉活動委員長として現在に至り

ま す。「 グ リ ー ン ホ ー プ 」 と 言 っ て

いた息子は高１となり、ある日「俺、

緑の希望って言ってたんでしょ？あ

ながち間違ってないよね」と言った

た。事故の翌日に原発労働者の住むプリピャチの住民約５万人が避難、１週間後か

の で す。 確 か に 希 望 い っ ぱ い の グ

の人たちが避難し、多くの人々が被曝し原子力発電開発史上最悪の事態となりまし

リーンコープがこの先も凄く楽しみ

が爆発炎上し大量の放射能がまきちらされ、広大な土地が放射能で汚染され、周り

です。

35年前（1986年４月26日）のチェルノブイリ原発事故では、100万kWの原子炉

先日、小１の娘が、
「グリーンホー

よくわかる原発事故！翌年に迫る福島10年、チェルノブイリ35年、
国の政策からみる被災地の現状

プの牛乳」と言い間違えていたのが、

演題

何だか懐かしく思えて嬉しかったで

グリーンコープは設立以来、原発は「生命（いのち）
・自然・くらし」を守るというグリーンコー
プの理念とは相容れない存在であるとして脱原発を掲げ、さまざまな活動に取り組んでいます。
くまもとでは2020年10月23日（金）に、福島で医療支援活動に尽力されている木村真三さんを
講師に迎え、Zoom によるオンライン学習会を開催しました。（理事・委員、組合員事務局、計57人参加）

す。

「2020年度 チェルノブイリ オンライン学習会」を 行いました

わたしとグリーンコープ

ら30㎞圏住民約７万人の避難が始まりました。木村さんは、20年前から100回以
上ベラルーシに甲状腺がんの調査に行かれていて、１年間の内３～６ヶ月程住
んでいます。医師としての使命感だけでは、なかなかできることではないと思

ているのだと感じました。

チェルノブイリ原発事故
1986年撮影

チェルノブイリ原発事故による甲状腺がんの調査は、現在もベラルーシなどでは続けられています。
毎年検査を受ける人たちの死亡率は低く抑えられていて、検査の必要性が十分に認められています。
木村さんは、福島の甲状腺がんは原発由来とは考えにくいとしている福島県や国について、
「そう結
論づけることは時期尚早で、少なくとも経過観察を続ける必要がある」と粘り強く調査を継続されてい
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ます。
この問題は他人事ではなく、九州地域に２ヶ所も原発があることを考えれば、突然同じようなことが
起こってもおかしくないと思います。みんなでしっかり考えましょう。
（組織・環境委員

田中 憲司）

【講師紹介】木村 真三さん
どっきょう

新型コロナウイルス感染症感染予防のため、2021年地域組合員総会は「書面にて開催
する総会」とさせていただきます。2020年度の報告、地区会計中間監査報告、2021年
度地域総代・地区運営委員承認の件を書面にて報告します。
なお、総会資料の一部を次号「グリーンたいむ」
（240号）に掲載する予定です。

7

御書 典子

「グリーンコープでんき」Ｑ＆Ａ

Ｑ．
「グリーンコープでんき」利用明細書の電源に清掃工場（燃料：一般ゴミ）と記載
されているのですが、これはどんな電気ですか？

Ａ．清掃工場で発電される電気は、再生可能エネルギーの中の「バイオマス発電所（一般廃棄物）」
に分類される電気です。

主に大都市の清掃工場の電気を使っており、一般廃棄物（一般ゴミ）の中には紙やプラスチック

容器などが含まれていますが、ゴミの中の紙や天然繊維、木材などは生物由来の燃料として「バイ
オマス燃料」に分類されます。ゴミの中にどの程度「バイオマス燃料」が含まれているかを示す数
値として、バイオマス比率があり、一般的には50～60％程度のバイオマス比率となっています。
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

12/14現在

目標

125,534,000円
316,533,186円

12/10現在
2020年度目標

664件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

2021年地域組合員総会の開催について

一般社団法人
グリーンワークス
ＦＰ円縁

？」に答える

組合員の「ハテナ

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

獨協医科大学准教授 同大学国際協力支援センター国際疫学研究室福島分室室長。専門は放射線衛
生学。
2011年３月の原発事故直後から、当時の職を辞して福島へ入り被災地の住民と共に放射能汚染の調
査を続けている。また、チェルノブイリ原発事故で被害を受けたウクライナ共和国へも幾度となく訪
問し、ジトーミル州ナロジチ地区の住民の健康調査にも取り組んでいる。
「N ＰО法人チェルノブイ
リ医療支援ネットワーク」のベラルーシ医療検診団で甲状腺患者の調査に取り組んでいる。さらに、
福島県二本松市放射線アドバイザーとして二本松市中学校に出前授業を行っている。
「新潟県原子力発電事故による健康と生活への影響に関する検証委員会健康分科会」委員。

ＦＰ円縁は、家計とくらしの応援
活動を担うワーカーズです。ライフ
プラン・保障の見直し・税金・年金・
教育費・子どもの金銭教育・相続と
いった、くらしに身近なお金にまつ

きることではない行動力の凄さと、チェルノブイリでの経験がかなり活かされ

わる学習会の講師のほか、家計簿ク
ラブ（くまもとは サークル）のサ
ポートなどを行っています。
家計簿をつけると月々の収支や我

能汚染の広がりがどのようになるのかも分からない状態の中、これも簡単にで

が家のお金の使い方のクセが分か
り、やりくりのポイントも見えてき
ます。また、家計管理をするという
ことは自分たちの夢や希望を実現
し、より幸せに暮らすための基盤を

島に住んで甲状腺がんの調査に携わっています。事故後３日目だと、まだ放射

作るだけでなく、病気や災害時の精
神的・金銭的負担を軽減することに
もつながります。
今年度は新型コロナウイルス感染
症の影響で組合員向けの学習会はあ

から３日目には木村さんは現地入り（30㎞圏内には入れない）し、現在は福

りませんでしたが、現在はＺｏｏｍ
を使ったオンライン学習会を展開中
です。コロナ禍が落ち着き、また皆

2011年３月11日、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故

さんにお会いできるのを楽しみにし
ています。

うと共に、行動力にも感心してしまいました。

中野 真哉

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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グリーンコープ
熊本地震災害復興への取り組み報告

つながる熊本通信

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

♪11月６日（金）「味噌作り」♪

１
１月分

益城町、惣領仮設団地の「みんなの家」で、県央東地域本部メンバーと以前
惣領仮設に住んでいた皆さんで、味噌作りをしました。
（16人参加）
コロナ禍で２月下旬から自治会活動ができず寂し
く思っていましたが、今年も味噌作りができると聞
き、皆、大いに喜びました。皆で昼食をとり、皆で
大豆を味噌にしていく作業は楽しくて、安心感と満
足感があり、人とのふれあいの心地よさを再確認し
ました。
惣領仮設での活動は終了となりましたが、仮設仲
間でやっているソーイングサークルは、今後は「ま
しきスマイルいきいき館」をお借りして続けたいと
思います。活動の場所を提供していただき、本当に
有り難いです。
発災時から変わらぬご支援に、感謝いたします。
これからも宜しくお願いいたします。
（惣領仮設団地元自治会長 中川 壽子さん )

54.8％
54.8
％
回収した
カタログの重さ

38,820㎏
↓

６ロール入り
トイレットペーパー

12,940袋分
どんどんカタログを出しましょう

ʐʥˎː˘էᬹʝʬʊ˄ʟ!!

※惣領仮設団地は、2016年の熊本地震後に益城町惣領に建設されました。

GCくまもと 独自品

（本体価格

9363

80円
820.760

（本体価格

9372
月１回

円）

円）

200g

（本体価格

9373

円）

100g

00円
638.580

円）

（本体価格

9365

円）

スポット

●支援コーヒー（粉）

●支援コーヒー（豆）

200g

1065.96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

先日数えて
みたら、私が
グリーンコー
プの活動に携
わって今年で
年になることに気がついた。
地区委員を７年、組合員事務
局になって 年の月日が過ぎ
ていた。その間たくさんの方
に出会い、多くのことを学び、
貴重な体験もさせていただい
た。安心・安全な食べものだ
けではなく、福祉や環境、遺
伝子組み換え作物反対や脱原
発、水俣病展など、多岐にわ
たる活動を通して私の人生が
とても豊かになった。出会っ
た全ての方に感謝を捧げたい。
（菊川）



者だより
編集

開設曜日…月曜～金曜
第３週は月曜～土曜

15

発行

１ダース

00円
486.450

200g

583.20円

22

80g

手 ※消費税 10％

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。

（本体価格540円）

月１回

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。

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。

72円
1494.
1384

※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）

ご注文は45号注文書で

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

●申込書提出日：1 月 25 日
（月）
〜1 月 29 日
（金）
（月）
〜2 月 12 日
（金）
●配
達
日：2 月 8 日

●なたね油

●東アジア共生コーヒー
「ラオスの薫り」

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。

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
13,018名
編 集／広報室
■県央東地域本部
27,213名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,512名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,428名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
65,171名
FAX 096-324-8123
（12月21日現在店舗組合員を含む）
印刷所／ホープ印刷㈱

☎ 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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