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グリーンコープ生協くまもと
理事長 髙濱 千夏

前日まで雪が舞い、寒さが厳しさを増す中、 「キッチンカー」登場に寄せて
コロナ禍での支援活動において
当日は久しぶりの快晴でした。朝市開始時刻
『キッチンカー』があれば炊き出
になると地域の方が次々と来場され、新型コ 「
しができるのに！」と思う場面が
ロナウイルス感染予防のため、受付で記名と
あり、このたび実現しました。
検温、手の消毒をお願いしました。
ＩＨクッキングヒーターとガス
円市やグリーンコープ産直青果・たまご、
コンロを備え、温かい食事を提供
手 作 り 小 物 な ど の 販 売、
「 キ ッ チ ン カ ー」 で
できる「キッチンカー」
。
提供する「ミネストローネ」や、人吉・芦北
これから、さまざまな場所で活
躍していきます！

想いと、
「手とテとて」の今後の支援活動へ

用していきたいです」と、デザインに込めた

いただけることになりましたので、
『手とテ
とて』のメンバーで知恵をしぼってフルに活

インしました。くまもとでいち早く使わせて

の安心・安全な食べものをイメージしてデザ

うにビタミンカラーを使い、グリーンコープ

ずは見て明るい気持ちになって元気が出るよ

して、お菓子をもらい嬉しそうな様子でした。
車体の絵柄をデザインした「手とテとて」
の栗原文子さんは、
「
『キッチンカー』は、ま

くんが登場すると「じゃんけん大会」に参加

リーンコープマスコットキャラクターの元気

した。
親 子 連 れ も 多 数 来 場 し、 子 ど も た ち は グ

味しい食べものが振る舞われ、大変喜ばれま

き芋など、グリーンコープの食材を使った美

ンコープ災害支援センター」のぜんざいや焼

いさなパンやさんハピネス」のパン、
「グリー

地 方 の 郷 土 料 理「 つ ぼ ん 汁 」 を は じ め、
「食
育の会わくわく」のクレープとコーヒー、
「ち
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の意気込みを話されました。

カラーで伝え
られないのが、
本当に残念です !!
デザイン案に沿って
可愛く仕上がっていて、
とても美しい車ですよ♪

3月15日
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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/

災害復旧復興支援の
「キッチンカー」始動!!
１月10日
（日）
、人吉市上新町の「キープ＆ショップ人吉」道向か
、人吉市上
いの場所をお借りして、「手とテとて」とグリーンコープ生協くまも
と主催で、「かみしん朝市」を開催しました。この日は、被災地に出
向いて温かい食事を提供することを目的にグリーンコープで導入した
「キッチンカー」のお披露目会も併せて開催。昨年10月の単協理事会
で選定したカラフルなデザインの、真新しい「キッチンカー」で、
さっそく温かい食事の振る舞いを行いました。
かみ しん

も く じ

１：災害復旧復興支援の「キッチンカー」始動！
！/ ２：利用普及推進委員会 / ３：
「令和２年７月豪雨」災害支援活
動報告 / ４～５：ＧＭ作物・ゲノム編集食品特集 / 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：福祉委員会 /８：
「令和２年７月豪雨」で被災した子どもたちにマスクを贈呈しました、カタロ
グＧＲＥＥＮ回収率報告、おたより募集、ＧＣくまもと独自品、編集者だより、お詫びと訂正

「令和２年７月豪雨」災害支援活動報告
～発災から半年が経過して～

昨年７月に県南を襲った豪雨は、未曾有の被害をもたらしました。私たちは直ちに被災地
へ赴き、ニーズに応じた支援活動に取り組み、気づけば１月で半年が経過していました。
今回、変化してきた支援活動の内容を、現地より報告していただきました。

「復興に向けて、一歩ずつ前へ」

キープ＆ショップ人吉「手とテとて」
代表 御薗 豊子

「2020年度 ＧＣ産直びん牛乳 誕生月 Anniversary」
企画で募集した「ＧＣ産直びん牛乳エピソード」に、
たくさんご応募いただき、ありがとうございました !!
今号よりシリーズで紹介してまいります♪

▲人吉市の総合交流館「くまりば」に
仮設店舗を建設中。

▲「元気カー」で、フリーズドライの
スープを振る舞いました。

▲地域住民主催の炊き出しにお手伝いで
参加しました。

１月19日、球磨村での「グリンコカフェ」メニュー
はとん汁で、
「とても美味しい」と大好評でした。グリーン
コープが備品として納入した木製ベンチ２つにご近所の方が
数人で座られ、会話も楽しまれました。
「来週も待っています」
と嬉しい言葉も頂戴しました。買物困難地域での移動販売は、
「いつも来ていただき助かっています」と感謝されました。
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ご紹介しま～す♡

（赤毛のアンさん）

2020年７月４日のあの水害からもう半年が過ぎました。
発災直後は「もう二度とこの町は立ち上がれないのでは
ないか」と思った人吉の町も、今ではかなり復興の息吹が
感じられるようになりました。
街中に設けられた「コンテナマルシェ」は、休日ともな
ればたくさんのお客さんで賑わっています。駅前にできた
仮設商店街「モゾカタウン」にも次々と店がオープンし、
活気づいてきました。
人吉キープ＆ショップも大規模半壊レベルの被災をしま
したが、３月には市の仮設店舗に入れることになりました。
とても良い環境の素敵な店舗で、キープ＆ショップとして
やっと前に進めるな、と感じています。
仮店舗で営業を続けたこの半年間は、組合員さんには不
自由をおかけすることが多かったですが、その一方で、災
害支援活動には大いに関わることができました。週３回の
「元気カー」での移動販売、
「キッチンカー」での炊き出し、
そして、「元気カー」で販売する惣菜も作るようになりま
した。
人吉の町と人々が本当に立ち直るまでには、まだ時間は
かかると思います。
ですが、私たちは、今、何が必要とされているのかを考
え、見極めながら、一歩ずつ進んでいきたいと思っています。

利用普及推進委員会

ＧＣ「産直びん牛乳」との出会いは、今
から十数年前に（現在は高校生になる次
男が赤ちゃんの時に）
「すくすく個配」に
加入した頃です。当初はグリーンコープ
のびん牛乳について何も知りませんでし
た。
その後、組合員活動で産直びん牛乳が
誕生するまでの講演を聴く機会があり、
ＧＣ「産直びん牛乳」が、組合員の想い
と生産者の方の熱意で現在に至ることを
知りました。
今、こうして安心・安全で栄養もたっ
ぷりなびん牛乳をいただけることに感謝
しつつ、これからもずっとこの牛乳が、
たくさんの人に愛される“牛乳”であっ
てほしいと思います。 （チョコさん）
我が家では、ノンホモ牛乳とカフェミ
ルクを毎週注文しています。私自身が牛
乳大好きで、これまで色んな種類の牛乳
を飲んできましたが、グリーンコープの
ノンホモ牛乳が１番美味しいと思ってい
ます。びん牛乳なので、臭いが少なく、
牛乳が苦手な長男も気にせず飲むことが
できています。子どもたちは毎週牛乳が
届くのを楽しみにしており、数日で飲み
終わってしまいます。
美味しくて、栄養もたっぷりなノンホ
モ牛乳をこれからも飲んで、親子で元気
に過ごしていきたいと思います。

（牛乳大好きママさん）

グリーンコープでは毎年、生乳生産者の皆さんへタオルとメッセージを贈る取り組みを行っています。
タオルは朝夕２回、牛の乳房を拭いてもらうことで、良質な生乳の生産に役立ててもらっています。
くまもとでタオルは6,755枚、メッセージは946通と、今回も組合員の想いがたくさん寄
せられました。集まったタオルとメッセージは、2020年11月に、酪農生産者とのオンライ
ン交流会に合わせ、お届けしました。
たくさんのタオルとメッセージをお寄せいただき、ありがとうございました !!
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2020年度 遺伝子組み換え作物反対運動

くまもとで、こんなことに取り組みました

学習会を開催！

いての
遺伝子組み換え・ゲノム編集につ

2020年12月１日（火）に、グリーンコープ生協くまもと主催で、
「遺伝子
組み換え・ゲノム編集や食に関する現状について学びましょう」と題した学習
会をオンライン（Zoom）で開催し、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
さんに講話いただきました。
９月に「ゲノム編集食品に関するアンケート」を行ったことで、遺伝子組み換え（GM）やゲノム編
集食品への関心が高まったこともあり、約200人の方が参加されました。遺伝子組み換えやゲノム編集
食品の危険性や問題点、便利だからと除草剤を安易に使うことの怖さや、これから私たちにできること
は何かなどを話していただきました。除草剤の主成分であるグリホサート（発がん性がある）が市販の
パンに残留していることなど、危険性が私たちのまわりにあることを感じました。
ゲノム編集は遺伝子を壊し生命が持つバランスを崩す技術です。例えば、成長を抑制する遺伝子を壊
すと筋肉量が多い「大きなマッチョ豚」が誕生し、
成長を促進する遺伝子を壊すとペット用の小さな「マ
イクロ豚」が誕生します。もともと自然界では、成長を抑制する遺伝子と促進する遺伝子のバランスが
保たれて本来の姿となります。角のない乳牛や成長が早いトラフグやマダイなど、一見良さそうに見え
る技術ですが、問題点も多いのです。生命をもてあそび、複雑な生命ネットワークをかき乱します。ゲ
ノム編集では、世代を超えての影響が出たり、
意図しない遺伝子を壊してしまったりすることもあり（オ
フターゲット）、どのような影響が出るかわかりません。ゲノム編集食品は、表示することなく商品と
して店頭に並びそうです。遺伝子組み換えやゲノム編集食品に反対し、出どころの確かなものを選んで
いきましょう。
参加者の感想
遺伝子組み換え作物のイメージが悪くなってきたからゲノム編集食品に転換しようとしている。
それって本当に大丈夫なのかな？学習会の中で天笠先生は「壊してよい遺伝子などない」と言われ
ている。グサッと心に刺さった一言だ。この言葉を胸に「ゲノム編集反対！」と力強く声をあげて
いきたい。

取り組み、
遺伝子組み換え作物反対に関する署名活動に
県や各市へ署名（要望書）をお届けしました
2020年度も遺伝子組み換え作物反対に関する署名活動に取り組みました。組合員の皆さんのご協力
のおかげで以下の筆数が集まり、
県や各市にお届けしました。熊本県
（14,615筆）
、 熊本市
（5,896筆）、
山鹿市（555筆）
、菊池市（455筆）
、荒尾市（460筆）
、玉名市（716筆）
、天草市（551筆）
。

山鹿市

菊池市

荒尾市

玉名市

天草市

熊本県と熊本市へは、新型コロナウイルス感染拡大を受け今年度は訪問することをやめ、集まった署
名を宅配便で届け、要望書に対する回答をいただきました。山鹿市、菊池市、荒尾市、玉名市、天草市
へは地域本部が訪問し、担当者の方と意見交換をしました。菊陽町、大津町、合志市へは、署名活動の
結果報告と、2021年度の遺伝子組み換えナタネ汚染調査へのご協力をお願いするために訪問しました。
「学校給食に遺伝子組み換え食品を使用しないでください」という要望に関して、熊本市からは「学
校給食に使用する食材については厳密な納品規格を定めており、その中で遺伝子組み換え食品の使用を
禁止しております。また、本市の学校給食に使用する青果物については、熊本市産の青果物の使用量の
割合が、全体の使用量に対して40.7％、県内産の青果物使用量を含めると62.0％となっております。
市内産、県内産以外の青果物についても、産地確認や圃場視察による栽培方法の確認など、給食用食材
としての安全性が確保できているか確認を行っております」という内容の回答が届きました。
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遺伝子組み換え作物反対運動について、グリーンコープ生協くまもと
では、新型コロナウイルス感染拡大による組合員活動の自粛などもあ
る中、工夫しながらさまざまなことに取り組みました。
以 下 の チ ラ シ は、 グ
リーンコープ生協くま
もとのホームページで
もご覧いただけます▼

ご協力ありがとう
ございました

るアンケート
ゲノム編集食品に関す

2020年９月14日週に、グリーンコープの全組合員を対象に「ゲノム編集
食品に関するアンケート」を行いました。くまもとの集計結果を報告します。
（アンケート用紙45,700枚配布、4,886枚回収。回収率10.7％）
グリーンコープ全体の集計結果については、２月８日週に配布された「ゲ
ノム編集食品に関するアンケート結果報告」をご覧ください。
Ｑ１．ゲノム編集技術（遺伝子

Ｑ２．ゲノム編集食品を、あ

Ｑ３．種苗法の改定の内容を

の働きを壊す技術）が登場して

なたは食べたいと思いますか。

ご存知ですか。

いることをご存知でしたか。
無回答
112人

わからない
557人

食べたい
33人
無回答
157人
知っている
970人

知っていた
1,799人
知らなかった
2,975人

無回答
163人

食べたくない
4,139人

知らない
3,753人

Ｑ４．食にまつわることで、気になることがあればご記入ください。

出されたご意見（一部抜粋）
●私たちの身体にどのような影響があるのかはっ
きりしないままどんどん開発がすすんでいって
いるようで怖いです。
「安全」と言われても、
何十年後とかに影響が出てくる気もします。

●家庭菜園で無農薬で作ってはみるが難しく、毎
回、虫にやられたり小さかったりする。こんな
難しいことをグリーンコープの農家さんたちが
私たちに届けるために作ってくださっていま
す。種苗法の改定は絶対に反対です。今まで日
●農薬の使用基準を各国が厳しくする中、我が国
本で研究されて大切にしてきた種を自家栽培で
は緩めています。種子法廃止も止めるべきです。
きなくなれば大変なことです。日本の種を大切
過去のさまざまな食にまつわる犠牲が、ないが
にしていきたいです。
しろにされていると思います。命と健康を守る
ことが優先されない政策が横行すれば、持続可 ●もっと遺伝子組み換え・ゲノム編集の恐ろしさ
能な社会も環境も守ることができません。東京
を強調したアンケートが良かったのではないか。
電力福島第一原発事故による放射性物質の影響
私も初めは農薬のないほうが良いと思っていた。
も、グリーンコープが調査していない作物につ
●遺伝子組み換えは大体わかっていますが、ゲノ
いてはどうなっているのか、気になっています。
ム編集とは、今回の配布のアンケート内容を読
●遺伝子組み換えって危険だったんですね。
むまでは認識しておりませんでした。怖いです
ね…。特にこれから成長する子どもたちには、
●遺伝子組み換え作物を世界で１番食べているの
安心・安全な食べものを与えたいですね。絶対、
は日本人というのはとんでもないことです…。
反対です。
なんとかしたいです。
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福祉委員会

ける地域社会であって欲しいとの想いで設立されています。

現在、熊本県内では小中高生、計約3,000人の子どもたちが不

登校で、今後、増加傾向にあるそうです。熊本学習支援センター

単協理事

れの子どもたちが抱える問題に対して支援し、社会に巣立ってい

大田尾 摩弓

もる児童や生徒が増えています。熊本学習支援センターはそれぞ

県南地域本部

現在、学校に行けないことに悩み・苦しみながら、家に引きこ

これから先もずっと

2020年10月23日（金）、熊本学習支援センターから仙波逹哉先生をお招きして、福祉委員会
メンバーでの内部学習会を開催しました。

幼少期から母にグリーンコープの
商品を食べさせてもらいながら育っ
た 私 は、 結 婚 し て か ら も や は り グ
リーンコープ。そして自分の子ども
たちにも同じようにグリーンコープ
の安全・安心な食べもので育って欲
しいと願うばかりです。
転勤族で知らない土地に移り住む
度に、その土地のワーカーさんに優
しく接してもらい、グリーンコープ
商品を食べてはその味にほっとした
ものです。
組合員活動に携わり、商品だけで
なく幅広いグリーンコープ活動を知
りました。グリーンコープの食べも
ので育てられ、さらに理事として学
んだ知識や出会えた方々とのつなが
りは、私をさらに成長させてくれて
います。
これから先、またどこに移り住ん
だとしても、私はやっぱりグリーン
コープ！

不登校の子どもたちの学習支援

わたしとグリーンコープ

では学習支援に加え、子ども食堂も運営されています。子ども食
堂の前に無料の学習支援活動をされており、子どもたちの生活全
般にも目を向けられて活動をされています。

親の会も開催され、親が抱える悩みも共有し、親への支援も手厚くされています。そして、軽度発達
仙波先生はそこで「自然」と触れる大切さを説かれました。
「人は自然に触れることで元の姿に戻る

し、寄り添って一緒に活動することで子どもは大きく変化するチャンスがある。家にいてはチャンスが
ない」とおっしゃっていました。今回の学習会でグリーンコープと想いがつながることもたくさんあり
ました。今後の活動に活かしたいと思いました。
組合員さんに知ってほしい !!

家族の最期の時間を悔いなく過ごしてほしいから

グリーンコープの葬祭事業

グリーンコープ
葬祭サービス
0120-222-782

フリーダイヤル

2020年11月20日（金）
、元福祉事業部の中山純雄さんを講師に迎え、グリーンコープの葬祭事業に
ついて学習会を行いました。中山さんは、くまもとが葬祭事業をスタートした2012年から、組合員の
想いに寄り添いながら葬祭事業に関わってこられました。グリーンコープの葬祭サービスは、組合員の
「その人がその人らしく最期を迎えることができるように」という想いが形になり、葬儀の施行だけで
なく、葬儀に関連する事項（介護、遺産相続、埋葬、お墓、仏壇等々）について気軽に相談できる窓口
としても利用されています。

グリーンコープ葬祭事業について学んだこと

生活再生ワーカーズ
ともに

福田 久美

「グリーンコープでんき」2020年度のまとめと今後
「いのち・自然・くらし」を守り続けて30年余り、それを確かなものにしてきたの
がグリーンコープ運動です。その１つが「原発はいらない、自然エネルギーによる社
会づくり」です。そして「グリーンコープでんき」が生まれカタチになりました。
2020年度くまもとでは、
「グリーンコープでんき」に新たに66件ご加入いただき、2016年から
の累計で676件のご加入となっています。2021年度は、原発フリーで生命を守る！二酸化炭素排出
ゼロで地球環境を守る ! !「グリーンコープでんき」を更に地域に広げたいと思います。
３月より、スマートフォンで申し込みの受け付けができるようなりました。電気の品質や安定性は、
これまでと一切変わりません。
「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ので、
ぜひ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

2/15現在

目標

125,164,000円
316,533,186円

2/24現在
2020年度目標

676件
1,000件
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一般社団法人

※行岡みち子さん…グリーンコープの生活再生事業推進室長
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☆グリーンコープの葬祭事業が組合員の想いから発し、１年半
もの間組合員が検討を重ねて生み出されたものであること。
☆グリーンコープの葬祭事業は斡旋事業ではなく、協働事業で
あり、組合員の想いと同じ想いを持った「自然庵」との出会
いがあってスタートしたこと。
☆葬祭事業を「グリーンコープのびん牛乳と同じです」という
言葉は、「組合員の想い」
「適正価格」といったことがイメー
ジしやすく、葬祭事業が特別なものではなく、私たちの人生
においてあたり前のことであること。
☆葬儀を施行することが目的ではなく、お墓のことや遺産相続
など、葬祭に関係することを気軽に相談できる窓口としての
機能があること。

★★★ここがポイント★★★
◦自分で判断する
信頼できる業者をみつけておき
ましょう。
◦元気な時に
時間的にも精神的にも正常な判
断ができるときに。
◦斎場見学
まずは協働事業のパートナー
「自然庵」を。葬儀にまつわる
疑問・質問に丁寧に答えていた
だけますよ。
◦マイウィルノートを活用
自分を知ることができますよ。

組合員活動を経て、組合員事務
局員となり、次の働き方を考えて
いた時に、生活再生相談員募集が
あり「ここだ！」と思い手を上げ
生活再生相談員となりました。そ
して相談員のワーカーズである
「生活再生ワーカーズともに」に
加入し６年が経ちました。
この間の経験を活かしてほしい
と打診され、昨年４月より菊池市
役所で困窮者自立支援員として常
駐しています。そのような中、昨
今コロナ禍の影響は多大で、特に
支援・制度の情報のキャッチは、
とても重要です。そして同じ支援
員同士の正しい「報・連・相」を
とることがワーカーのチーム力を
発揮できると痛感しています。
相談では、傾聴を大切に、相談
者の困りごとの解消が図れるよう
に心がけ、行岡みち子さんから伝
授された「スキルよりハート」の
言葉を胸に、これからも頑張って
いきたいと思います。

障がい児や児童養護施設入所児童・生徒への支援など、まさしく地域のための拠点となっています。
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「肥後七草会」の方が作ってくださったマスクを、

「令和２年７月豪雨」被災地へお届けしました

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

いつもお世話になっている青果生産者「肥後七草会」の西山和子さんが、
「令和
２年７月豪雨」災害の被災地に想いを寄せて、子どもたちにマスクを作ってくださ
いました。
「支援に行きたいけど、日々の業務で忙しく、少しでも役に立てれば」
と夜な夜な作ってくださったそうです。
「大人用はたくさん売っているけど小さい
子ども用のマスクはなかなかないので」と、200枚ほど用意してくださいました。
お気持ちと共につながりある子どもたちへお届けしたいと思います。
（八木 佳奈）
11月29日（日）
、人吉クラフトパーク石野公園でのイベントにブースをお借りし
て衣類の譲渡会を行いました。秋晴れ空の下、小さな
子ども連れのご家族で賑わいました。
「肥後七草会」
の手作りマスクも「カワイイ♥」と大人気でした。コ
ロナ禍ではマスクは必需品ですが、２～３歳の子ども
向けの小さなマスクは市場にはなく、本当に感謝され
ていました。七草会の皆さんの温かいお気持ちに感謝
です♪ありがとうございました。
（馬渕 早苗）

GCくまもと 独自品
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

円）

月１回
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発行

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。

●国産紅茶（農薬不使用）
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

200g

80円
820.760

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。

あと１ヶ月で
５年となる熊本
地 震。 被 災 し た
が、 支 援 活 動 に
も 参 加 し た。 よ く 「人 は 励 ま
されるだけでは元気になれな
い」 と 聞 く。 誰 か の た め に 頑
張 ら な き ゃ と い う 気 持 ち が、
最も人を強くするというのだ。
必要とされているとの自負が、
結果的に自分の命をも守るの
だな…と実感した。（磯川）

２月号２ページに、誤りが
ありました。２０２０年度
ヶ月は、正しくは９ヶ月
でした。お詫びして訂正い
たします。

お詫びと訂正

9,503袋分
どんどんカタログを出しましょう

山都町の通潤農園
で栽培された茶葉
を使用。

●なたね油

9373

↓

６ロール入り
トイレットペーパー

特別申込欄に4 桁の注文番号をご記入ください。

（本体価格

粉

（本体価格

28,510㎏

●釜炒り矢部茶（農薬不使用）

（粉）

200g

回収した
カタログの重さ

ご注文は01号注文書で

※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

40.2％
40.2
％

●申込書提出日：３月 22 日
（月）
〜３月 26 日
（金）
（月）
〜４月 9 日
（金）
●配
達
日：４月 5 日

次号のみ全て休止となります。ご注意ください。
●東アジア共生コーヒー
「ラオスの薫り」

1月分

●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

者だより
編集

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
27,091名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,481名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,422名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,974名
FAX 096-324-8123
（２月23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

グリーンコープ生協くまもとのホームページ（http://greencoop-kumamoto.jp/）に最新情報更新中！
ぜひ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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