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たくさんのご注文、ありがとうございます♥
2020年度に開発した 5 品目それぞれの、初登場週の注文数を報告します。
ＧＣ「いわし削りぶし100g」
カタログ GREEN25号（８/24～）
グリーンコープ全体 くまもと

4,987

2,612

シェア率…52％

ＧＣ「混合削りぶし（さば・いわし・あじ）
100g」

カタログ GREEN32号（10/12～）
グリーンコープ全体 くまもと

6,898

3,582

シェア率…52％

ＧＣ「産直米熊本県産ひのひかり

（パックごはん）160g」

ＧＣ「産直赤とんぼ南小国からの

おくりもの（農薬最低減）５kg」

カタログ GREEN35号（11/２～）
グリーンコープ全体 くまもと

カタログ GREEN45号（１/18～）
グリーンコープ全体

シェア率…56％

シェア率…43％

7,865

4,404

ＧＣ「産直れんこんはさみ揚げ120g

（４～５個入り）」
カタログ GREEN47号（２/１～）
グリーンコープ全体 くまもと

19,983 11,928
シェア率…60％

2,216

くまもと

955

グリーンコープ全体の注文数の中の、くまも
との注文数がほぼ半分以上を占めているのは、
くまもとの組合員の皆さんが応援してくださっ
た証です！
初登場時の注文が多かった商品は、長く支持
されることが多いのです。
これからのご利用も、よろしくお願いします。

組合員の皆さんにたくさん注文していただき、どの商品も素晴らしいスタートを切ることができま
した。とても有り難いことだと感謝しております。
ただ、ＧＣ「産直赤とんぼ南小国からのおくりもの（農薬最低減）５kg」につきましては、ウンカ
（イネの害虫）の被害が非常に大きく、次の収穫までの間は企画を休止せざるを得ない状況です。また、
ＧＣ「産直れんこんはさみ揚げ120g（４～５個入り）
」も、産直れんこんの注文が増加した関係で、
今季分は残りわずかとなってしまいました。
供給がストップしてしまい申し訳ないのですが、次のシーズンを楽しみに待っていていただきたい
です。“待ち時間も味のうち”と見方を変えて、これからも末長～く愛し続けてくださいますよう、
お願い申し上げます♪
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子育て・子育ちを応援！

グリーンコープの「子育てサークル」
グリーンコープの「子育てサークル」は、子育て応援を目的に2002年度に立ち上がり、
組合員による自主的組織として、グリーンコープ生協くまもとの理事会で確認された
サークルで、それぞれのサークルのメンバーが運営し、活動を続けてきました。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で思うように活動できない状況が続く中、工夫し
ながら活動している、くまもとの「子育てサークル」を紹介します。

どんな活動をしているの？
例年は、水遊びや公園遊びなどの戸外活動、ベビーマッサー
ジやトランポリンなどの体を使った遊び、そうめん流しやクリ
スマス会などの季節行事、講師を依頼しての料理教室や学習会
など、サークルのメンバーで計画を立てて活動しています。
2020年度はコロナ禍のため、集まって活動することが難し
かった反面、複数のサークルがオンラインで地域本部主催の
せっけん学習会や商品学習会に参加するなど、新しい形での活
動も試みられています。

参加対象は？

大切に活用させていただいています！
いのちをつなぐための「かさじぞう基金」
2020年度、新型コロナウイルス感染症の影響で、私たちは想定外の状況に陥りました。ハローワーク
では求人が減る中、求職者が増大し、なかなか就職に結びつかない様子にあり、生活困窮者支援の自立
相談窓口には、例年の２倍から３倍の相談者が詰めかけています。そのような中、組合員の皆さんにカン
パいただいた約178万円の「いのちをつなぐための『かさじぞう基金』」を活用させていただいています。
例をあげると、ダブルワークで孫と２人暮らしをしている高齢の女性世帯へ、１万円の「いのちをつ
なぐための『かさじぞう基金』
」を使いました。コロナ禍で収入が減り、糖尿病の持病があるのに病院
受診ができず、糖尿病悪化からくる視力低下で就労もできなくなりました。生活保護決定までの食糧と
病院代に使っていただきました。
現在、この基金から12件7.5万円の利用があります。少ないように感じられるかもしれませんが、こ
れは、今のところ特別定額給付金、住居確保給付金、緊急小口貸付、総合支援資金貸付など、さまざま
な制度で凌いでいるからです。今後、コロナ禍の長期化でいよいよ立ちいかなくなり、次の収入まで、
生活保護決定まで、「いのちをつなぐための『かさじぞう基金』」で凌いでいただくことが予想されます。
組合員の皆さんの温かいカンパのおかげで、ライフラインを守り、食べるものを購入し、病院受診を
促し、仕事に行くためのガソリンを入れていただくことができます。相談者にとっても、私たち相談員
にとっても、本当に心強い存在です。大事に活用させていただきます。

生活再生相談室 相談員 中島 まゆみ

就学前のお子さんのいる
家族（組合員）が対象で、
定員は１サークル３家族か
ら30家族です。

運営費は？
子育てサークルの運営費（活動
助成金）については、理事会が福
祉活動組合員基金（100円基金）
へ助成申請を行っています。

写真は2019年度の
活動の様子です

グリーンコープの「子育てサークル」は…

2020年度、くまもとでは上記11サークルが成立を目指し、３家族以上が集まった７つのサーク
ルが成立しました。子育てサークルについてのお問い合わせは、本部組合員事務局 子育てサーク
ル担当者まで。
☎096-324-8145（月～金、10時～16時）
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寄り添った相談支援

グリーンコープの生活再生相談事業

暮らしの中の「お金」の悩み解決に向けて、不安に寄り添い、ともに歩いています
くまもとの生活再生相談室は、今
年 年目を迎えました。熊本県下に
おいて多重債務者生活再生事業や生
活困窮者自立支援・家計相談支援事
業に取り組むなど、幅広く事業を展
開し、熊本地震や「令和２年７月豪
雨」など、自然災害で被災された方
の生活再生・生活再建に向けた相談
支援も積極的に行っています。

グリーンコープの組合員が、
「子育て」について自主的に学びあい、共につくっていくサークルです。
「子育て」に限らず、グリーンコープの運動や商品を通して「いのち」
「くらし」
「食べもの」につ
いて考え、深める場としています。
＜県北地域本部＞
ピーターパン（玉名エリア）
、ウエンディ（鹿本エリア）
＜県央東地域本部＞
グリーンフレンズ（大江・水前寺、帯山・月出、健軍・桜木、ながみね地区）
、
たんぽぽ（京北、しみず、たつだ、こうし地区）
、ナチュラル（阿蘇、すぎなみ、益城地区）
＜県央西地域本部＞
ハ グ
ハ グ
カンガルー（熊本市中心）
、ミニひまわり～ズ（宇土・宇城市方面）
、ＨｕｇＨｕｇ（天草市中心）
＜県南地域本部＞
かっぱくらぶ（八代エリア）
、エンジェルキッズ（水俣芦北エリア）
、まんまるおつきさま（人吉エリア）

いのちをつなぐための「かさじぞう基金」とは、本当に困っている相談者に当座の生活資金として、
５千円から１万円の範囲内でお金をお貸しし、収入があった後に返済をしていただき、次の方への支
援に回していくための基金です。
「かさじぞう基金」の資金は、理事会や集会などの参加者によるカ
ンパ金に加えて、2020年７月末にはくまもとの全組合員へカンパを呼びかけるチラシを配布し、た
くさんの組合員から寄せられたものです。
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お金の問題、
ひとりで悩んでいませんか？
いっしょに解決しましょう！
被災から
「元の生活へ」の一歩を…
いっしょに考えましょう！

「どうしよう」と
悩んでいるあなた、
なんでもご相談ください！
まずはお電話を！

グリーンコープ生協くまもと

生活再生相談室

熊本相談室

熊本市中央区出水2-5-8-205

☎096-243-2100

八代相談室

八代市東片町255-203

☎0965-45-5133
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熊本地震から５年

2016年４月14日午後９時26分、熊本県熊本地方を震央とするマグニチュード6.5の地震（前震）が発生し、上益城郡益城町で震度７を
観測しました。その28時間後の４月16日午前１時25分には、同じく熊本県熊本地方を震央とするマグニチュード7.3の地震（本震）が発生
し、阿蘇郡西原村と益城町で震度７を観測しました。
グリーンコープ生協くまもとでは、自らが被災しながらも、助けを必要としている人に寄り添うべく、支援活動を直ちに開始しました。
「誰かの役に立っている」という実感が、喜びであり慰めにもなったのです。
気付けば、あの混沌とした日々 から５年が経過していました。被災地の “ 現在 ” をお伝えします。

「新阿蘇大橋」の開通は復興のシンボル。そして３月７日は再スタートの日。
「キープ＆ショップみなみあそ」代表

井手 美佐子

2021年３月７日
（日）
、熊本地震から約５年。待望の「新阿蘇大
橋」が開通しました。
南阿蘇に住んでいる私たちにとって、復興のシンボルであり再ス
タートの日になりました。
そして、グリーンコープとの出会いからも同じ時が流れました。
道路状況が悪い中、日々配達していただいた配送担当の皆さん、ご
苦労も多かったと思います。本当にありがとうございました。
長かったような短かったような、しかし、いろいろな人と出会い、
共に明るく前を向いて乗り越えた年月だったように思います。
これまでに３回の周年記念祭を、開通当日には記念マルシェを
開催しました。グリーンコープからは果物や野菜、から揚げなど
の販売、ファイバーリサイクルなど全面的にご協力いただきまし
た。また、回を重ねるごとに参加していただける村内の方も増え、
今回は８つの飲食店・農家の方などに参加していただきました。
人と人とのつながりを大切に、ご協力・応援していただける
方々に感謝し、これからも地域の皆さんに喜んでいただける店づ
くりに日々努力してまいります。
今後とも、よろしくお願いいたします。

被災地支援から地域支援へ
「グリーンコープ災害支援センター」センター長

宮田 英弘

熊本地震直後の災害支援センターの活動としては、被災者への物資の提供、家屋の解体に伴う片付
けや、引っ越し作業の手伝いなどを行ってきました。その後、近くの商店街が被災して買い物に行け
ずに困っている方への買い物支援として、「元気カー」による移動販売を開始しました。「元気カー」
は買い物支援だけではなく、毎週お会いする方と雑談を交わしたり、時には相談ごとを話されたりと、
週に１度の見守りや傾聴にもつながっていました。また、地域の皆さんが定期的に集まり買い物をさ
れることで、交流する場としての役割も担ってきました。
現在は住宅再建が進み、移動販売の訪問先も災害公営住宅や地
域へと変わりました。
「災害支援としての買い物支援」から「地
域での買い物困難者への支援」になってきています。そのような
中でも、以前からつながりがある方への見守り支援は、引き続き
行っています。また、従来の仮設住宅を中心としたイベント・サ
ロン活動は、地域に移行してきています。熊本地震がきっかけで、
生活しやすい場所への転居が若い世代の世帯で多くなっており、
地域によっては、お年寄りのご夫婦やご高齢の一人暮らしの方が
増えています。地域から離れている皆さんも集まれる機会として、クリスマス会や餅つきなどのイベ
ントやサロンを災害公営住宅の集会所などで開催したところ、大変喜んでいただきました。
恒久住宅としての災害公営住宅が完成し仮設やみなし仮設住宅から移られた方、自宅を再建して地
域に戻ってこられた方、新たに地域に移られた方など、熊本地震から住まいや生活環境が大きく変わ
られた方々のためにも、新たな地域でのコミュニティづくりが必要になってきており、継続的に支援
していきたいと思います。

「新阿蘇大橋開通記念マルシェ」を開催しました！！
県央東地域本部 常務

高岡 秀敏

甚大な被害をもたらした熊本地震から約５年が経過し「新阿蘇大橋」が開通しました。
昨年ＪＲ豊肥線、国道57号線は復旧しましたが、地域の皆さんにとって、南郷谷へ向かう玄関口
である「新阿蘇大橋」の開通は待ちに待ったものであり、開通日
の令和３年３月７日は、特別な１日だったと思います。
「キープ＆ショップみなみあそ」代表の井手さんから「やっと
ここまでこれた」「これからが本当のスタート」と声を弾ませて
イベント開催の相談を受けた際には、私まで嬉しくなり、少しで
も力になれたらと素直に思いました。
県央東地域本部の組合員とも「地域の皆さんと一緒に開通を祝
いたい」と相談していたこともあり、「お手伝いします。一緒に
盛り上げましょう！」と即答し、イベントの開催が決定しました。
当日は小雨が降る中、肌寒
い１日になりましたが、組合員、ワーカーズ、職員、災害支援セ
ンターの面々と一緒に「グリーンコープの美味しいもの販売」
「ファイバーリサイクル市」で、イベントを盛り上げました。
「新阿蘇大橋」が開通した15時からは、地域の皆さんを含めた
約50人で、キープ＆ショップ前の国道325号で「新阿蘇大橋」
を渡ってきた車に手を振って出迎え、歓迎しました。手を振る私
たち、車内から手を振り返す方々、全員の笑顔が広がりました。
特別な１日を地域の皆さんと一緒に体感することができたこと
を、感謝したいと思います。
なん ごう だに
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「ましきスマイルいきいき館」の様子について
本部組合員事務局

児玉 晴美

熊本地震の発災から５年が経過しました。
「ましきスマイルいきいき館」は、仮設住宅に住まわれ
ている方や災害公営住宅へ転居された方、自宅を再建された方と、誰もが集える居場所として、
2019年11月16日、上益城郡益城町寺迫に開所しました。
「つながるカフェ」は熊本地震で被災された方の交流の場とし
て益城町公民館飯野分館で開催していた活動ですが、現在は「ま
しきスマイルいきいき館」で開催するようになりました。2020
年度はコロナ禍での活動ではありましたが、12月には「門松作
り」をし、久々の開催で懐かしい顔ぶれの方々が集まられました。
３月には、南阿蘇村の高菜生産者である牟田さんを講師に「高菜
の塩振りと板ずり」をしました。密にならないよう、カーポート
の下に机を並べ、各々がポリ袋に保存して持ち帰るように工夫し
ました。人と会える機会が少なくなっている中で約30人の方が参加され、笑顔の１日となりました。
被災地支援として、2020年10月からは、
「あらいぐま熊本」さんと連携して、県南地域の豪雨災
害で被災された方の写真を、少しでも元の写真に戻るようにと「写真洗浄」に取り組みました。「被
災地支援をしたいと思っても遠くまでは行けない」という方は多く、
「自宅近くでの活動はありがたい」
との声がありました。
また、木山仮設団地や惣領仮設団地で仲間と共に活動をされていた方々が、会場を「ましきスマイ
ルいきいき館」に移し、継続してサークル活動に取り組まれました。県央東地域本部益城地区運営委
員会も、ようやく地元での開催ができるようになりました。益城町在住の方も、地域の活動の場とさ
れています。このように少しずつではありますが、地域へ広がってきています。

4

組織・環境委員会

「リユースびん」と「でんき」の学習会

のはなし」のオンライン学習会を開催しました。(75人参加 )
㈱田中商店は「みなまたエコタウン」
（水俣市）にあり、2008

８

年からグリーンコープのリユースびんの洗浄を行っています。洗

百

一つひとつ手作業でリユースびんを機械に入れると、１本につき
30分ほどで洗浄が完了します。その後、割れや欠け、汚れや異物
混入がないかを検査します。
主に醤油などが入っている900ml のびんは回収率が良く、びん
の寿命が長いといえるそうです。500ml のびんは「Ｒ」のマーク

洗浄機で、びんを洗浄している様子

をつけてから回収率が良くなったそうです。ジャムなどが入って

こんにちは！ ワーカーズ です

いる小さいびんは回収率が低いため、
「洗いびん」よりも「新びん」
㈱田中商店はびんの洗浄だけではなく、地域のためにもさまざ
まなことに取り組み、「資源循環型社会」の実現に向けて尽力さ
れています。たくさんのものを作ってたくさん消費してきた時代
から、ものを大事に使う時代へと変化しています。
「楽しみなが
ら環境にいいことに取り組んでいく」、その第一歩として組合員

リユースびんは以下の８種類です！

キズがついていないか、１本１本
目視でチェック

返却できるびんは上記のようにびん
に ® マーク、ラベルにはリユースマー
クが目印です！
実はマヨネーズびん、りんごジュース
びんはリユースびんではないんです！
回収は市町村のルールに従ってね。

島浦 麻理

スマートフォンによる申し込みが、３月１日（月）より始まりました。
スマートフォンのカメラで検針票を撮影し、必要事項を入力するだけで申し込み OK ！
まず、ＱＲコードを読み込んでいただき申し込み
画面で必要情報を入力。検針票をスマートフォン
で撮影し確認後、送信。その後メールにて受付完
了通知が来ますのでこれで完了です。
（料金シミュ
レーション・資料請求にもアクセスできます）
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

3/17現在

目標

124,794,000円
316,533,186円

3/26現在
2020年度目標

685件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ
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企業組合
ワーカーズ・マミー
理事長

「グリーンコープでんき」の申し込みがカンタンにできるようになりました ! !
これを機会に「グリーンコープでんき」に切り替えませんか？

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

回収の注意点
◇きれいに洗って乾かして返却してください。
（牛乳びんは濡れたまま蓋をして返却する）
◇キャップやラベルは原則除去して返却いただきますが、
除去できない場合はそのままご返却ください。
（びんを傷つけないようにするため）

お店の仕事は、レジ・品出し・
検品・発注・棚卸・キープ・拡
大業務と、インストアがある店
舗は、惣菜作製です。店内では、
おすすめ商品の声かけをし、組
合員さんとコミュニケーション
を深めています。発注では、部
門担当者が在庫管理と供給アッ
プに、日々奮闘しています。お
もしろいことに、受け持ちの商
品にポップや売り場作りなど手
塩にかけると、商品に愛着を感
じ、売れ行きが良いと「嫁ぎ先
があって良かった」とワーカー
同士で会話することもあります。
私は昨年６月から理事長とい
う立場を担わせていただいてい
ます。経験したことのない仕事
への挑戦と覚悟に相当悩みまし
たが、辿り着いた答えは「やっ
ぱりお店が好き」
でした。
マミー
で働く皆が幸せだと思える組織
づくりに努めていきます。

の使用率が高くなっているそうです。

みんなで４Ｒ運動に取り組んでいきたいと思いました。

野口 弘子

浄には苛性ソーダのみが使用され、安全にも配慮されています。

単協監事

30

地域や家族に見守られて
心豊かな毎日！

１月29日（金）に、株式会社田中商店より専務取締役の田中利和さんを講師に迎え、
「リユースびん

グ
   リーンコープとの付き合いは、
我が家へポストハーベストのビデオ
を持って勧誘に来られた時から始ま
りました。
あれから 年余り、我が家は世代
交代しても同じ 人家族です。大型
班の私の家には毎週近所の方が集ま
り、話に花が咲きます。突然の地震
や大雨に備え、近所との普段の付き
合いは防災のひとつと考えています。
一昨年より監事として若い理事さ
んたちの活気ある会議に参加し、改
めてグリーンコープの素晴らしさを
実感しています。これからも、全て
の環境問題は地球規模で 年先を見
据えて、子ども目線で考えて取り組
んでもらいたいと思っています。
身近な幸せに喜びを感じ、心豊か
な日々を過ごせるのも、グリー
ンコープに出会えたおかげだ
と感謝しています。

第１弾 「リユースびんのはなし」

わたしとグリーンコープ

中野 真哉

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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利用普及推進委員会

「ＧＣ産直びん牛乳エピソード」 ご紹介しま～す♡

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

2月分
43.1％
43.1
％

グリーンコープに出会うまで
は牛乳が苦手でしたが、学習し
ていくうちに、とても大好きに
なりました。子ども（息子）が、
まだ牛乳嫌いなので、配達が届
いてすぐ、まず１杯すすめます。
少しずつは飲めるようになり
ましたが、グリーンコープの産
直びん牛乳は、ぜひ飲んで欲し
いと母の思いです♡

（坂田 未来さん）

回収した
カタログの重さ

我が家には未就学児が３人いるのですが、
30,510㎏
↓
みんなグリーンコープの牛乳が大好きです。
６ロール入り
そして、新しい牛乳をみんな開封したくて、 トイレットペーパー

10,170袋分
毎回争奪戦です。
どんどんカタログを出しましょう
３本購入しているので、
「１人１回」と言
うのですが、あの点線を破る時のビリビリと、 おたよりを募集しています!!
バリッとはがすのが快感のようで、何度もや
お名前と連絡先
（電話番号）
と所属地
りたいようです。
区名または所属セン
朝からちょっとした牛乳騒動も、子どもが
ターを明記のうえ、
下記住所「本部組合
小さい今のうちだけと思うと、ほほえましい
はは
員事務局」宛てにお
ものですね。 （かいじゅうたちの母さん）
送りください。

GCくまもと 独自品

誠に勝手ながら、今回は休止です。
５月から 10 月については、別チラシでのご案内
になります。

次回５月号で企画予定の釜炒り矢部茶（農薬不使用）は
新茶でご案内しますので、どうぞお楽しみに！

レシピ検索サイトの
で
グリーンコープ生協くまもとのお店のチラシが見れるようになりました。
最寄りのお店を登録して、ぜひご活用ください。
リビング熊本の記事が
リビングくまもとWebで読めるように
なりました♪ 紙面では紹介しきれない
情報も。 ぜひご覧ください♪
グリーンコープ生協くまもとの記事も掲載中。
春になると忙
しさが増す。今
年は１月のフキ
ノトウの天ぷら
でスタート。２月にはたま
たま訪れた道の駅で、花わ
さびを発見。早速購入して
粕漬と醤油漬を作り、いつ
もの土手で採った土筆を炒
め煮に。
４月には山藤と山ウドを
天ぷらで楽しみ、最後はワ
ラビ狩りで締めくくる。こ
のように自然を堪能できる
のも、水と空気と土が健康
であることが必須。（伊藤）
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
13,007名
編 集／広報室
■県央東地域本部
26,905名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,443名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,467名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,822名
FAX 096-324-8123
（３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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