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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/

２０２１年度 地域組合員総会
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、２０２１年度地域組合員総会
は書面で行うことを前号で案内しました。改めて、グリーンコープ生協くまもと

区運営委員会では地域組合員総会を開催し、組合

地域組合員総会の季節となりました。毎年各地

います。コロナ禍で日常生活を変化せざるを得ない状況で

員さんが一堂に会して開催できないこと、本当に残念に思

地域組合員総会の開催について、それぞれの地区の組合

の理事長と専務理事よりメッセージをお届けします。

員の皆さんにご参加いただいて、生活協同組合の

あり、致し方ないことですが辛い気持ちでいっぱいです。

本年度は書面にてご確認いただくことにしました。

新型コロナウイルス感染症の感染予防を第一に、

たが、生命を大切にするグリーンコープとして、

催するか、昨秋から理事会で検討を重ねてきまし

２０２１年度の地域組合員総会をどのように開

いくように工夫しました。また、事業所での「マスクの着

のみを行い、問い合わせがあった方へ、きちんと対応して

では、戸別訪問は行わず「お誘いチラシ」のポスティング

確認を取り「置き配」をお願いしたり、仲間づくりの場面

根幹となる組合員の皆さんへの商品配達の際には、個別に

を念頭に置き、全ての事業運営を行ってきました。事業の

２０２０年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止

総会への参加を楽しみにされていた組合員の皆さ

用」
「うがい、手洗い、検温」「消毒」の徹底、机と机の間

いのち

んには申し訳ありませんが、どうぞご理解いただ

のパーテーション設置など、感染予防対策に万全を期すよ

経営のまとめをご紹介します。ぜひお目通しいた

にてグリーンコープ生協くまもと２０２０年度の

新規加入の問い合わせが非常に多くあり、ここ２～３年の

がコロナ禍の影響で大きく評価され、３月から６月頃まで

地域の皆さんからは、配達をするという生協のシステム

今回の「グリーンたいむ」２ページと３ページ

だき、組合員一人ひとりが生協を支える一員であ

専務理事

上村 猛

グリーンコープ生協くまもと

詳しくは、地域組合員総会資料でお伝えします。

速した様子で、１人当たりの購入金額も上がっています。

ています。加えて、組合員さんの間にも巣ごもり需要が加

実績をはるかに超える新規組合員を迎え入れることができ

理事長 髙濱 千夏

グリーンコープ生協くまもと

す。併せてご確認ください。

後日、各地区運営委員会より活動報告が届きま

ることを実感していただければ幸いです。

う全員で取り組みました。

きますようお願いいたします。

大切な役割を担っていただいてきました。

三原則「出資・利用・運営」の「運営」に関わる

▲昨年２月に開催した地域
組合員総会（八代東地区）
の様子
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店舗事業部

上村 猛

▶▶▶ グリーンコープ生協くまもと2020年度事業報告

▶▶▶ 2020年度お店事業報告
（１）お店供給高状況（20年度４月次～12月次）
一）お店供給高（店舗業務＋キープ業務）

専務理事

（１）現在の組合員拡大と登録組合員の状況は以下の通りです。（2020年12月29日現在）
（単位：円）

（単位：人）

一）組合員拡大に力を注ぎました。新しく加入いただいた組合員は前年比128.2％と、前年実績を大き
く超過することができました。今後も組合員拡大に全力で取り組みます。
二）前年を大きく超過した要因は、コロナ禍の影響で、新規加入に対する問い合わせが前年より伸びた
ことと、職員・ワーカーズの日頃の努力のたまものです。
三）また、脱退組合員は若干減少しています。そのことで、登録組合員数は前年、前々年を上回ってい
ます。
（２）現在、2020年度10ヶ月（４月～12月）の決算が確定しました。
一）配送共同購入事業の損益は187,357千円で、予算差166,463千円、前年差181,064千円です。
二）お店共同購入事業損益は▲396千円で、予算差7,001千円、前年差13,558千円です。 （単位：千円）

◆店舗業務
くまもと５店舗の2020年度実績（４月次～12月次）は319,142千円で、前年比106.9％、予算比
106.5％の状況です。全店が予算達成していますが、各店で達成率100.3％～116.6％と開きがあり
ます。
◆キープ業務
くまもと５店舗の2020年度実績（４月次～12月次）は146,982千円で、前年比124.1％、予算比
110.5％の状況です。全店が大きく供給高を伸ばしました。
◆お店供給高（店舗業務＋キープ業務）
くまもと５店舗の2020年度実績（４月次～12月次）は466,124千円で、前年比111.8％、予算比
107.8％の状況です。全店で、しかも「店舗業務」と「キープ業務」両方で前年も予算も超過して
います。
（２）取り組み状況報告
一）コロナ禍で組合員さんは勿論のこと、ワーカーも大変不安な気持ちでの接客でした。お店本来の試
食や対面販売ができず、残念ながら「土用丑の日」などのセールも中止せざるを得ませんでした。
二）2020年度は「拡大で来店者を増やす」を合言葉にワーカーでの加入拡大に取り組み、大きな成果
を上げることができたことは何よりの収穫でした。

三）上述していますように、新規組合員の増加と巣ごもり需要の影響で組合員一人当たりの購入金額、
いわゆる「客単価」が上昇したことで供給高を大きく伸ばすことができました。
（３）12月累計の損益は、昨年よりも剰余を181,064千円超過させ、予算よりも剰余を166,463千円超過
させています。受託収入が年度末に計上されるので、現在は経費が先に発生している生活再生事業を除
く共同購入事業だけでは、昨年よりも剰余を194,622千円、予算よりも剰余を173,464千円超過してい
ます。
（単位：千円）

（４）2020年度の共同購入事業の剰余予算は19,624千円で、現在、186,961千円の剰余となっています。
１月以降、今の予測で推移していくと、2020年度、損益の予算差が更に積み増しされると予測されます。
年度の最後まで事業拡大に全力で取り組み、2021年度、良いスタートが切れるよう全力を尽くします。

▶▶▶ グリーンコープ生協くまもとの2021年度について
（１）2020年度末に20周年を迎えますが、予定していたまつりなどのイベントは、コロナ禍の影響ででき
ていません。日頃からご利用いただいている組合員さんへの感謝の思いを込めて、2021年度は何とか
「20周年まつり」を開催できるよう頑張ります。そのためにも、2020年度同様に仲間づくりをしっか
り行い、グリーンコープの仲間を増やしていきます。2021年度の組合員拡大年間目標を5,837人としま
した。
（２）併せて、お店をグリーンコープ生協くまもとのアンテナショップと位置づけ、今まで以上にお店に
人が集まるように取り組んでいきます。
（３）「令和２年７月豪雨」災害支援活動についても引き続き精力的に行っていきます。現在、家屋片付け
などの作業系の支援についてはニーズが減ってきていますが、避難所から仮設住宅やみなし仮設などに
移られた被災者の方の孤立を防ぐため、移動販売やサロン活動をしっかりと行い、地域のコミュニティ
づくりを応援していきます。
（４）現在、拡大予算をもとに損益予算を検討しています。期首をできるだけ高め、2021年度も黒字予算
を立てられるように、今後検討していきます。
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組織・環境委員会

グリーンコープ生協くまもと主催

「2020年度 from ネグロスセミナー ㏌ くまもと｣

報告

グリーンコープは、カタログで多くの民衆交易品を取り扱っています。
「砂糖の島」
・フィリピン ネグ
ロス島のマスコバド糖から始まった民衆交易ですが、その後、インドネシア、東ティモールへと拡がり、
私たちの利用がアジアのパートナーとの連帯につながっています。
（for ネグロスから from ネグロスへ）
ネグロスから拡がった民衆交易について組織・環境委員会として改めて学習の機会を持つこととし、
2020年11月20日（金）
、APLA（※）より野川未央さん、グリーンコープ共同体顧問の大橋成子さんを
お招きして、Zoom によるオンライン学習会を開催しました。

2020年11月４日（水）
、ＧＣ「白玉粉」の製造をされている白玉屋新三郎株式会社本社工場
（八代郡氷川町）の視察に、県南地域本部の組合員８人で行ってきました。
新型コロナウイルス感染症対策のため、消毒や体温検査など徹底した中で行
いました。当日は白玉粉の製造は数ヶ月に １ 度ということで製造機械は止まっ
ていましたが、グリーンコープの包材での梱包は行われていました。
グリーンコープに納品する商品が仕様書通りに作られているかを点検する
「特別注視確認書」に沿って以下の内容を確認してきました。
①この仕様は納品先に事前に承認を得るものでなければ一切変更してはならな
い②原料は国内産水稲もち精米（佐賀県産ヒヨクモチ）である。タイ、米国か
らの輸入もち米や米粉調製品等は一切使用してはならない③ヒヨクモチを流水
にさらし石うすで少量の水を入れながら澱粉乳にする臼挽き製法である。この
製法以外で製造してはならない④工場内に粉残渣が無いか、外壁、設備に隙間
が無いか、清掃活動を日々点検し、不快害虫混入等の再発防止を怠ってはなら
ない⑤容器の材質に塩化ビニール、ポリスチレンは一切使用してはならない
参加者の報告書より

1986年の世界的な砂糖価格の暴落で、フィリピン ネグロス島で飢餓が発生し、グリーンコープは
緊急カンパに取り組みました。その後、一時的な緊急支援に終わらず、自立できる農業を共に目指し
ました。これが民衆交易の始まりです。グリーンコープの民衆交易は、人から人へつなげて生産者と
消費者が一緒に商品へと作り上げていくことだそうです。
初めは無農薬のバナナを船で日本に運ぶのは失敗の連続でした。問題が起きるたびに現地の生産者
と一緒に考え商品を作り上げてきました。海の向こうの遠い国の生産者ではなく、
「顔の見える関係」
を築いて32年になるそうです。
また、次世代の農業の担い手を育てる「カネシゲファーム・ルーラルキャンパス」を設立し、若者
が循環型農業を学んでいます。毎年12月に取り組む「from ネグロス・クリスマスカンパ」で集まっ
たカンパ金は、この学校の運営にも役立てられています。
私たちが民衆交易品を購入することで、アジアの人々の自立につながっています。ネグロスから始
まり、多くの地域に拡がっています。これからもアジアの人々の自立を助けたいと改めて感じた学習
会でした。

「グリーンコープ商品の確かさを確認する活動」報告

▲石うすで挽いたもち米の水
分を搾る機械を見学

・もち米は製造の前日に仕入れて、品質が落ちないように新しいものを使われていました。
・便利さや価格を優先する社会の中でも、純粋なものを追求しブレない商品作りにこだわる、かた
くなさこそが、白玉屋新三郎㈱が代々受け継いできた熱い思いなのではないかと思いました。
・従来の製法を守りつつも、改善が必要な部分は新しく機械化されていたりと、古い建物ながら、
工夫が見られました。370年余りの伝統を感じさせる老舗でした。
・製造されている白玉粉は１種類のみで、直売所とグリーンコープ商品は全く同じもの。それなの
に、グリーンコープだと安く購入することができます。これもグリーンコープとの信頼関係があ
るからこそだと思いました。

グリーンコープ商品の確かさを求めて
グリーンコープのカタログに掲載される商品は、母親の視点で組合員の願いをカタチにしたもので
い の ち
す。経済効率優先の「商品」ではなく生命を育む「食べ物」を、生産者・メーカーと協力し、信頼関
係を基に商品を開発し、自らで利用しています。

日本ネグロスキャンペーン委員会
（JCNC）
フィリピン中部にある「砂糖の島」・ネグ
ロス島で起こった飢餓救援のために1986
年２月に設立されたＮＧＯ。その22年に及
ぶ経験は、ＡＰＬＡに引き継がれ、2008年
３月末をもって活動を終了しました。

（※）特定非営利活動法人 APLA
（2008年5月発足）

⇒

・アジアの人びと（むらとむら、むらとまち）
をつなぎ、顔の見える関係性をつくる
・
「農」を軸にして、自立できる地域づくり
・人と人との出会いが気づきをもたらし、経験
の分かち合いが学びにつながる

キャンドルナイトとは？
2001年、アメリカ・ブッシュ政権のエネルギー政策に反対し、カナダで始まり、
以降世界的に展開されているスローライフ・ムーブメントです。
（夏至・冬至の年２回）
グリーンコープ生協くまもとでは、東日本大震災の３．
11も加えて、年に３回キャ
ンドルナイトの日を設けています。普段何気なく使用している電気について「灯りを
消して考えて」みませんか？
キャンドルナイトを行った組合員から、
「いつもと違って子どもが喜んだ」などの感
想をいただいています。できるときにできる範囲で電気について考えてみてください。
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◆グリーンコープ商品の原料についての約束事
・農産品を使用する場合は、可能な限り国産原
料を使用します。また、可能であれば産直原
料を使用します。
・畜産品を原料とする場合は、可能な限り産直
物を使用します。
・水産品を原料とする場合は、基本的に天然物
を使用し、養殖のものを使用する場合はホル
モン剤や抗生物質を使用せず、かつ出来るだ
け環境に負荷を掛けないものとします。

◆グリーンコープ商品仕様書システム
・商品仕様書は個々の商品の設計図です。
・グリーンコープの商品仕様書はそれを見れば商
品の製造が可能なほど精度の高いものです。
・従って、グリーンコープでは商品仕様書を個々
の商品に関する契約書として管理しています。
・グリーンコープ商品仕様書システムは、グリー
ンコープと取引先の契約書である商品仕様書の
公開を「限定した情報」として厳密に管理・運
営する仕組みです。

▲「グリーンコープ産直・商品学習会」資料より抜粋

グリーンコープでは上記のような原料の他、添加物や容器・包装の材料について
など、メーカーと細かな約束事を取り決めて、製造委託をしています。
組合員の立場で、約束通りに作られているかを確認するだけでなく、メーカーや
生産者と「顔の見える関係」をより深めることで、私たちが求める食べ物や商品を
ずっと作り続けてもらえるように、直接メーカーを訪問し、現場で商品作りに携わっ
ておられる方に、組合員の思いを伝えます。
＊12月号５ページのＧＣ「産直れんこんはさみ揚げ」、こだわり食材の国産野菜の「ばれいしょ」は
使用していませんでしたので削除になります。お詫びして訂正します。 （利用普及推進委員会）
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わたしとグリーンコープ

−

6030

助成内容条件
申込

サークル員大募集！

らくらく
家計簿クラブ

家計簿クラブって何？

増税に打ち克つ方法を教えます！
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☎096（324）8145（月〜金、10：00〜16：00）

上田 優子

「グリーン電力出資金」にご協力ください
グリーンコープでは、自分たちが使う電気を自分たちで賄えるようにと考え、組合員からの出資
による発電所建設を進めてきました。現在保有している発電所の数は17ヶ所、この他に共同で事業
として稼働している発電所が３ヶ所、出資をしている発電所が２ヶ所あります。これらを総合する
と約3,600世帯分の電力を賄える規模となります。
「グリーン電力出資金」は、現在約12,000人の組合員が参加され、出資総額は、約11億2,000万円
となっています。（この「グリーン電力出資金」は、10年間お預かりします）今後、更
に発電所の建設を進めていくためにも皆さんの出資が必要です。ご検討いただく際は、
該当センターまでお問い合わせください。資料をお届けします。
ぜひ、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

1/26現在

目標

125,164,000円
316,533,186円

1/23現在
2020年度目標

670件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

問い合わせ：本部組合員事務局 菊川

ワーカーズ・コレクティ
ブ 「食育の会わくわく」
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ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

・家計に関する情報交換や将来の話などができる自主サークルです。
・毎月１回、家計簿を持ち寄って集まります（家計簿を見せ合うことはしません）
。ストップ!!
どんぶり
・会費は半年500円です（会場費・お茶代）
。
勘定
・年３回、ファイナンシャルプランナーによる「お金の学習会」を開催します。
★託児はありませんので、お子さんも一緒に参加してください。 ★組合員でない方の参加もＯＫ！
★申し込みは１人でもＯＫ！お友だちを誘って３人以上のグループでの申し込みも大歓迎です♪
★オンラインでの開催も可能です。 ★サークルの運営は「ＦＰ円縁」がサポートします。

２０２０年３月末に前職を退職
し、フリーとなる予定を知ってい
るグリーンコープの友人が「貴女
にピッタリの役目がある」と言っ
て勧めてくれたのが、この会でし
た。子どもの料理教室を軸に、食
べ物のことから子育てを応援して
いる部会です。孫のような子ども
たちと料理ができたら楽しいだろ
うなと思ったものです。
しかし３月以来、突然のコロナ
禍の影響で全くその料理教室を開
くことはできませんでした。７月
の豪雨被災地の人吉地区への支援
を続けながら、グリーンコープ
周年記念商品ＧＣ「いわし削りぶ
し」のレシピ集作成の依頼を受け
たりしました。
パンデミックから脱出し普通の
暮らしが訪れ、再び料理教室が開
かれて、猫の手で野菜を切る子ど
もたちと早く会いたいものです。

助成決定は︑５月理事会です︒
助成金振込は６月次となります︒
電話での助成申請の書類請求締切日
は︑３月 日︵木︶です︒

地域サークルは、子育てや福祉、環境などのテーマで、組合員やその
仲間が集い、問題意識を持って活動する自主サークルです。
お知らせ
グリーンコープは地域サークルという「協同の形」を応援します。
＊組合員が自発的に同じ思いを持つ仲間とグループを作り、
「サークル
活動」を行うことを推進します。
＊その活動の目的や内容がグリーンコープ運動の理念に沿うことにより、
グリーンコープ運動の広がりを作ります。
18
＊地域でのサークル活動とグリーンコープがコミュニケーションをとる
ことで、地域にグリーンコープ運動の広がりを作ります。
＊助成額……１サークル３万円
＊助成団体数……20団体
＊助成条件…活動がグリーンコープ運動の理念と合致すること。
構成メンバー５人以上、過半数が組合員であること。
代表者および申請者は組合員であること。
※尚、構成メンバーが他の申請サークルにも重複して
所属している場合は、助成の対象となりません。
＊活動報告…年度終了後に活動報告書を提出。
＊申し込み用の書類の請求先 ☎096(324)8145
本部組合員事務局 宮﨑（月〜金、10：00 〜 16：00）
助成目的

福
※祉活動組合員基金と地域サークルの助成申請
は︑重ねての申し込みができません︒

2021年度 地域サークル助成団体募集

地域理事

30

坂井 加代

10

20

県央西地域本部

：

出会えた全ての人へ、
ありがとう

：
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グリーンコープの地区運営委員長
になって、３年経ちました。始めた
頃は分からないことが多く、いろい
ろなことを勉強する日々でした。
そんな中、８年前のがんが再発し
ました。闘わなければならないので、
辞任することも考えました。でも、
闘う時、目標や自分のやりたいこと
を見つけて歩みを止めず、病に負け
ず、勝ち取りたいと考え、継続の思
いを地区にも理事会にも伝え、協力
いただき、私は闘いながら委員長を
続けることができました。
今、４年目になるのを前に、生き
て元気にしています。私はこの今が
ある感謝を、これからもずっと、グ
リーンコープに恩返ししていきたい
と思っています。
私はグリーンコープに出会えて本
当に幸せです。
ありがとうございます！

◆助成申請資格◆
・申請者がグリーンコープ生協くまも
との組合員で︑福祉活動組合員基金
を拠出していること︒
・地域における地域福祉や︑たすけあ
いの活動をされている組合員個人︑
および組合員が主宰する︑もしくは
組合員が多数所属している団体であ
ること︒
以
※前に助成を受けた組合員個人・団
体で助成から 年以上経過したもの
については新たに申請することがで
きます︒
◆助成金額◆

・１回の申請金額の上限は 万円です︒
・１団体への助成金総額は 万円迄で︑
助成できる回数は４回迄です︒

◆助成審査◆
・福祉活動組合員基金運用委員会にお
いて書類審査および視察面談を行い︑
助成の可否を決定します︒

◆参加申込受付◆
・電話で申し込みを受け付けます︒
☎０９６︵３２４︶８１４３
午前９時〜午後５時︵月〜金︶
福祉活動組合員基金事務局 沖仲・北島
◆助成申請説明会◆
日時 ３月６日︵土︶ 時 分から
︵１時間〜１時間半程度︶
場所 グリーンコープ生協くまもと
本部会議室
熊本市西区新土河原２丁目１ １
当
※日の検温︑マスク着用︑手洗い︑
うがいの実施をお願いします︒

締切 一般財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
申込
）
加
参
日（月 2021
2021年
年度 助成申請説明会を開催します
１
３月
グリーンコープでは、１人ひとりが参加し、みんなで支えあう参加型地域
福祉をすすめていくために、福祉活動組合員基金（100円基金）に取り組んで
います。当基金の2021年度の助成申請説明会を開催します。組合員で申請を
予定されている方は、説明会に必ずご参加ください。
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ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞

6

自生遺伝子組み換えナタネ汚染調査活動を
募集 してみませんか？
2020年度「自生遺伝
子組み換えナタネ汚染
調査活動」の様子
▼

▲

◆募集人数：10人程度
◆調査要綱：２月から３月頃に自生しているナタネを採取し、その場で簡易キッ
トを使って遺伝子組み換えナタネではないか調べます。
（５分程で
検査結果がわかります）事務局が出向き、一緒に調査を行います。
◆申込締切：３月５日（金）
◆申 込 先：本部組合員事務局 菊川 ☎096-324-8145（月～金、10時～16時）

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。

80円
820.760

（本体価格

9372
月１回

円）

ご注文は49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。
●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

9354

●なたね油

円）

（本体価格

9355

200g

1.65kg

72円
1494.
1384

円）

（本体価格

9363

月１回

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

80g

00円
486.450

月１回

粉

（本体価格

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。

●釜炒り矢部茶（農薬不使用）

（粉）

200g

ʐʥˎː˘էᬹʝʬʊ˄ʟ!!

●申込書提出日：２月 22 日
（月）
〜２月 27 日
（金）
（月）
〜３月 13 日
（金）
●配
達
日：３月 8 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）

12月分

グリーンコープ生協くまもとでは、2005
年から「自生遺伝子組み換えナタネ汚染調査
活動」に取り組んでいます。2020年度は熊
本県内の85ヶ所で実施し、全て陰性でした。
回収した
（しかしながら2018年度と2019年度には、 カタログの重さ
42,410㎏
１ヶ所ずつ自生ナタネから陽性反応が検出さ
↓
れています）
６ロール入り
トイレットペーパー
道路沿いにポツンと咲いているナタネを見
14,136袋分
つけたら、実際にあなたの目で確かめてみま
せんか？
どんどんカタログを出しましょう

59.9％
59.9
％

路肩にポツンと咲いて
いるナタネの様子

豆

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

車検を期に
年余の年月
を共に過ごし
てきた車を買
い換えること
になった。夫の趣味で購入し
たセダン。成人した子どもた
ち３人と家族５人で乗ると窮
屈に感じることもあったが、
日頃は私が通勤で毎日使い
すっかり馴染んでいたので、
いざ手放すとなるとなんだか
少し寂しい気持ちになった。
次の車はマニュアル車なの
で、今まで以上に安全運転に
留意して、大切に乗ろうと思
（上蔀）
う。 

者だより
編集
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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
12,980名
編 集／広報室
■県央東地域本部
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発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,449名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,410名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,976名
FAX 096-324-8123
（１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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