２０１４年、福岡のスクールソー

運営や、 カ所の「子どもの居場所」

とでも「げんきもりもりハウス」の

取り組みなどが年々広がり、くまも

ドサポートは「子どもの居場所」の

から始まったグリーンコープのフー

福岡市の、ある中学校の朝食支援

ことにショックを受けました。

かれている子どもたちが身近にいる

と聞き、そのような厳しい状況にお

ができない子どもが６人に１人いる

した。毎日の食事も満足にとること

シャルワーカーと組合員が出会いま

『元気な子どもの笑顔、家族の健康、窓辺にこぼれる柔らかな日差し、小鳥の鳴き声…私たちの願
いはこのささやかな、そして、基本的な希望が子どもたちの未来にまで続いていくことにあります。』
1993年に採択された第一次「夢ヲかたちに」の冒頭はこの言葉で始まります。子どもたちがお腹一
杯食べ、一生懸命学び、無邪気に遊び、そして安心して眠るそんな基本的な希望がずっと続いてほし
い、母親の願いは今も変わりません。
（グリーンコープこども基金設立趣意書より）


理事長 髙濱 千夏

グリーンコープ生協くまもと

援へのご協力を呼びかけていきます。

立し、未来を担う子どもたちへの支

「グリーンコープこども基金」を設

心と健康と幸せを守っていくために

討を進めてきました。子どもたちの

うか」と、共同体理事会を中心に検

していただく仕組みができないだろ

んに知っていただき、少しずつ応援

援の取り組みについて組合員の皆さ

中 で、
「グリーンコープの子ども支

このように支援先が広がっていく

ます。

へのフードサポートに取り組んでい
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の取り組みを始めました！


5月17日
2

1年
02

発行：グリーンコープ生活協同組合くまもと http://greencoop-kumamoto.jp/

「グリーンコープこども基金」

グリーンコープ生協くまもとでは、
「子
どもの居場所」づくりの取り組みとして、
げんきもりもりプロジェクトを開催し、
グリーンコープが直接運営する「子ども
の居場所」の開設を進めています。グリー
ン コ ー プ が 運 営 す る「 子 ど も の 居 場 所 」
の名称は「げんきもりもりハウス」です。
旧「げんきの森こども園」の施設を活
用して「田崎げんきもりもりハウス」を
４月に開所しました。また、旧「ゆるり
の 家・ 長 嶺 」、 旧「 ゆ る り の 家・ 清 水 」
の施設を活用し、それぞれ「長嶺げんき
もりもりハウス」
「清水げんきもりもり
ハウス」の開設を準備しています。
グリーンコープは、地域で取り組まれ
ている「子どもの居場所」へもグリーン
コープの食材によるフードサポートを行
い、子どもたちが安心して過ごすことが
できる「子どもの居場所」づくりを地域
の 人 た ち と 一 緒 に 取 り 組 ん で い ま す。
フードサポートを実施している、地域の
「子どもの居場所」は熊本県内で ヵ所
になっています。
「グリーンコープこども基金」は、
「げ
んきもりもりハウス」の運営費用やフー
ドサポートを実施するための食材費用に
も活用されます。

常務理事（福祉担当） 金羽 良成

グリーンコープ生協くまもと
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利用普及推進委員会

2020年度 福祉活動組合員基金助成団体報告会
～100円が笑顔をつくる種になる～

福祉活動組合員基金（100円基金）は、
「誰もが安心して暮らせる地域を目指して」組合員みんなで
支えあう仕組みです。組合員一人ひとりが毎月100円を拠出し、
「グリーンコープの地域福祉活動」と
「組合員が地域で取り組まれている福祉の取り組み」を応援しています。助成対象となるのは、生協・
社会福祉法人グリーンコープやワーカーズ・その他関連する団体と、地域で地域福祉や助け合い活動を
している組合員個人や組合員が多数所属する団体です。３月１日
（月）
、2020年度の各助成団体（全
28団体）による助成金活用の報告会を、オンライン（Zoom）で開催しました。

◇参加した基金運用委員の感想◇

これからも「夢ヲかたちに」!!
３月１日（月）
、初めてオンラインでの報告会
を開催しました。事前にリハーサルを行い、こ
の日を迎えました。新型コロナウイルス感染拡大のため、地
域団体とは今年度初めての顔合わせとなりました。当日は、
150人を超える参加がありました。
今回は、報告を一律５分間とし、すべての地域団体に報告
いただきました。生演奏あり、
画面共有での活動報告ありと、
５分間の中に各々の想いが溢れていて、見入ってしまいまし
た。オンラインのため報告者の表情もはっきりと分かり、
各々
の活動が身近なものになりました。基金の概要については、
「なんで生協が福祉をすると？」と言われながらも基金に託
した想いを、「夢ヲかたちに」に立ち返り伝えました。
新型コロナウイルスという、人と人とのつながりを断とう
とする見えないものに対し向き合い、自分たちにできる方法
を模索しながら活動を続けている団体の「しなやかさ」に、
人の強さと優しさを感じた報告会でした。
また、私たちはつながるツールをもう１つ手に入れたこと
を実感しました。

福祉活動組合員基金運用委員会 委員長 三島 美枝
－公

コロナ禍の影響で思うように活動
ができないと言われた団体もあった。
しかし、数々の困難を乗り越え、団
体の活動を続けてこられた方々。い
ろいろな方法で、今の状況を越えよ
うとされている力強さを感じた。こ
の報告会に参加すると、自分も頑張
ろうと思う。
（佐藤 裕子）
コロナ禍で行われた初のオンライ
ンでの報告会は、入念なリハーサル
の甲斐があり、当日は足並みをそろ
えることができた。コロナ禍でいろ
いろな制限のある中「今できること」
に集中し、精進されている団体の姿
に感銘を受けた。助成の重みを感じ
ることができた。 （塚田 靖恵）

示－

第二十一期通常総代会の開催について
■期

日

2021年６月４日
（金） 午前10時30分～12時40分

■場

所

グリーンコープ生協くまもと

■議

案

第１号議案

2020年度事業（活動）報告及び決算報告承認の件

第２号議案

2021年度事業（活動）計画・予算承認の件

第３号議案

定款変更の件

第４号議案

2020年度福祉事業進捗状況報告

熊本市西区新土河原２丁目１番１号

第５号議案 「夢ヲかたちに理事会」設立承認の件
第６号議案

2021年度福祉活動組合員基金運用委員会委員選任の件

第７号議案

2021年度役員・選挙人選出の件

第８号議案

長期未利用組合員脱退承認の件

第９号議案

議案効力発生の件
※４月９日開催の理事会で承認された議案を公示しています。
※５月開催の理事会で議案が追加される場合があります。
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ＧＣ「水の彩 日焼け止めクリームＥＸ」
2021年２月25日
（木）に株式会社彩生舎の西村さんより、オンラインにて学習会をしていただきま
した。リニューアルして新登場の日焼け止めクリームの話に加えて、紫外線やブルーライトについて
も詳しいお話が聞けましたよ♪

ＧＣ「水の彩 日焼け止めクリームＥＸ」の特長
① 伸びが良く、べとつかず軽いつけ心地
② 汗でくずれにくい
③ せっけんで洗い落とせる
④ 肌刺激が少ない
⑤ ブルーライト78.8％カット
⑥ 酸化チタンの改良による肌負担の軽減
⑦ 抗炎症作用成分の追加
☆現行品の良さはそのままで伸びや使用感がさらに向上

紫外線とブルーライトの肌浸透イメージ

中でも注目は⑤ブルーライト78.8％カット !!!
ブルーライトが目から入ることによる影響はよく耳にする
ところですが、実はシミ・シワ・たるみ・くすみの原因とな
る肌への影響も。
ブルーライトは紫外線よりも肌の奥深くまで到達するため、
ブルーライトでできたシミは頑固で消しにくいともいわれて
います。太陽光線からだけでなく、室内でもＰＣやスマホ、
テレビ画面からもブルーライトは発せられています。
おうち時間が増えて外に出る機会は減って
いますが、実は室内でも私たちの肌は近い距離で
ブルーライトを浴びているのです。

こーんなにうれしい効果がある日焼け止め
クリームですが、使用している原料は肌に優しいものばかり。
せっけんで落とせるのもうれしいポイント♪
こどもから大人まで男女問わず使えるので、家族みんなで
シェアできるよ♪♪

屋外・室内問わずに
紫外線やブルーライ
トから肌をしっかり
と守りたいですね。

利用普及推進委員会おすすめの「夏のおくりもの」と「手みやげ企画」です。ぜひお試しください♪

夏のおくりもの

NEW！

手みやげ企画

NEW！

国内産だしおかゆ詰め合わせ

果樹園の濃厚みかんジュレ詰め合わせ

「国産真鯛の鯛だしがゆ」「北海道産昆布だし
がゆ」「長崎県平戸産焼きあごだしがゆ」の３
種類。どれもおだしの風味が優しく芳る食べや
すいおかゆです。夏バテで食欲がない時や、冷
たいものを食べ過ぎて胃腸が疲れた時などに食
べるのもおすすめですよ。

有田みかん果汁を91％使用した濃厚みかん
ジュレと小さな有田みかんがまるごと入ったジュ
レの詰め合わせです。そのまま食べてもよし、凍
らせて食べてもよし！みかんの美味しさそのまま
のさっぱりとした味で、夏のデザートにぴったり
の、みかん好きにはたまらない一品です。

※「おくりものカタログ」はカタログ GREEN12号（5/31～6/4）と一緒に、「手みやげ企画」は、
12号の別チラシで配布されます。
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暑くなりましたね！ ㈱内田安喜商店自慢の豆腐で、食卓に“涼”を…。いかがですか♬
㈱内田安喜商店自慢の豆腐で、食卓に“涼”を…。いかがですか♬
グリーンコープ生協くまもとの豆腐は格別に美味しいですよ♥ その理由をご存知ですか～？

丁寧に品質チェックしつつ、環境ホルモンが
溶出しない容器にイン !!

グリーンコープ生協くまもと 理事長

髙濱 千夏

熊本地震から５年。上益城郡益城町小池にある株式会
社内田安喜商店は前震と本震の震源地に近く、ボイラー
が倒れるなど工場に大きな被害を受けながらも、１ヶ月
間稼働を休止されたのちに、組合員へ商品の供給を再開
してくださいました。仮設団地での朝市や、移動販売車
「元気カー」での豆腐の販売など、熊本地震の災害支援
活動にも快くご協力いただき、共にこの５年間を歩んで
きました。
福岡県産の大豆を使い、一つひとつ丁寧に手作業で
パック詰めされている、もめん豆腐と絹ごし豆腐。素材
の良さが美味しさにつながっています。
被災されながらも「組合員のために」とお豆腐をつく
り続けてくださってきた㈱内田安喜商店。くまもとで美
味しいお豆腐をつくっていただいていることに感謝し、
暑くなる夏に向け、もめん豆腐や絹ごし豆腐を食べて元
気に過ごしましょう。

現在の㈱内田安喜商店の様子。左右の写真の場所は呼応している。

原料の大豆は、グリーンコープ用
とわかるように、袋に元気くんが
印刷されています。

まずは、そのまま食べてみて！ カット豆腐に“チョイ掛け”レシピ集 !!
４種の豆腐は、定期予約ができます。

㈱内田安喜商店の商品は、カット豆腐の他にも、
「厚あげ」 「絹厚あげ」 「生あげ」 「すしあげ」
があります。カタログＧＲＥＥＮでチェックして、
ぜひ食べてみてください。
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大きな豆腐を包丁でカットします。
熟練のワザで１丁あがり !!

共に歩んだ５年間…。あたたかい支援に感謝し、これからも食べて応援します！
熊本地震発災直後の㈱内田安喜商店の様子。甚大な被害を被られた。

グリーンコープ生協くまもとのもめん豆腐と絹ごし豆腐は、株式会社内田安喜商店でつくられています。
大豆の自給率が７％という中、原料に産地指定の福岡県産フクユタカ（遺伝子組み換えでない大豆）が、
100％使用されています。さまざまな凝固剤が一般では使われていますが、㈱内田安喜商店の豆腐には、
「海水塩（なぎさ）
」の副産物である長崎県の天然にがりを使用しています。豆腐をつくる際に発生する
大量の泡を取り除く作業の効率化を図るため、一般的には消泡剤が使われています。グリーンコープでは、
できる限り添加物を使用しないため、豆腐には消泡剤を使用せず、手間と時間をかけて製造しています。
大豆を栽培してくださる生産者の方と、メーカーの “ こだわり製法 ” のおかげで、グリーンコープ生協
くまもとの豆腐ができています。
小規格のもめん豆腐と絹ごし豆腐も増えたことで、用途に合わせて商品を選ぶことができます。
これからも、安心・安全で美味しいグリーンコープの豆腐を利用しましょう♪

ＧＣ「すずまるつゆだく納
豆」と、ＧＣ「かつおぶし」
と、ＧＣ「焼きざみのり」。

納豆とチリメンジャコを
かけると美味です !!
バジルペースト（ジェノベーゼ
タイプ）お豆腐に合うんです♪
大根おろしと冷凍きざ
みねぎをトッピングし
て、ＧＣ「不知火ぽん
酢」をかけて食べる♡
トマトと豆腐にオリーブ
油をかけてカプレーゼ。
ニラをきざんで、しょうゆを
かけて食べると美味しい♪
絹ごし豆腐といちごジャムを
一緒に食べるとチーズケーキ
の味になるそうですよ！

ＧＣ「コチュジャン」とＧＣ「和風
万能うまかたれ」をまぜてかけ、白
ねぎをのせて食べるとグー！
天かすときざみねぎをのせ、
めんつゆをかけて食べるのが
美味しくておすすめです。
キムチをトッピング～♪
ゲランドの塩とエキス
トラ・バージンオリー
ブオイルで♡
絹ごし豆腐に黒みつを
かけると、スイーツで
美味しいです。

みょうがをきざんでトッピング。
オクラをきざんでＧＣ「黒ごま仕立て
のドレッシング＆ソース」をかけて食 ＧＣ「いわし削りぶし」やＧＣ「混
べます！暑くなってくると美味しい !! 合削りぶし」だけでも good です。
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福祉委員会 内部学習会

的マイノリティの方に対して「周囲の人にカミ

性を好きな人に「いつから異性を好きだと気づき

ングアウトはいつされましたか？」と聞いてい

ましたか？」と聞いていることを見たことがある

る場面を見たことがあります。このような場面

人は少ないと思います。

を見ると、
「性的マイノリティであ

「性的マイノリティは特別だ」という風潮が私

ることは、カミングアウトする

たちの中に無意識にあるのだと、この学習会で気

ことなのだ」と思っている人も

づきました。各セクシャリティで抱えている問題

いるかもしれません。でもこれ

はさまざまあるけれど、同じ人間として受け止め

は、とってもプライベートなこ

ることが重要で、
「被害者だけでなく加害者にし

とで、
「する」
「しない」は個人

ない。傍観者にしない」という世界中すべての人
に当てはまる言葉を教えていただきました。

信頼している相手だからこそ、カミングアウトをしてくれ
るのだと思います。その時は、
①どこまで共有していいことなのかを聞いてください。
「話してくれた＝みんなに知らせていい」ではありません。
②自分にどうしてほしいのか、聞いてみてください。
誰かに聞いてほしかった、何か手伝ってほしいことがある、
などあるかもしれません。

企業組合ワーカーズ
コレクティブ・レイ
ンボー 代表理事

石原 嘉美

３月17日（水）菊池市立中央図書館へ図書を贈呈しました
「自然電力㈱」が「熊本菊池太陽光発電所」を建設する際、趣旨・
方向性がグリーンコープと一致していたことで「一般社団法人グリー
ンコープでんき」より「グリーン電力出資金」を拠出することで事業
に参画しました。売電事業の利益の一部を地域に還元する「１％
for community」という取り組みについてグリーンコープに依頼が
あり、今回の贈呈式を迎えました。県北地域理事会で１年間検討し、
図書約100冊・ＤＶＤ11本を選び寄贈しました。組合員がパネルや
アピールボードを作製し、
「たくさんの方に読んでいただきたい・見
ていただきたい」と工夫しました。贈呈式当日の様子は、民放４社のテレビ放映もあり、たくさんの
方に紹介できたと思います。今後、20年間「１％ for community」は続きます。
「グリーン電力出資金」は、このような形でも使われておりますので、今後、出資についてご検討
いただければ幸いです。
「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

4/20現在

目標

124,824,000円
316,533,186円

4/22現在
2021年度目標

688件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

も考えてみませんか？
※詳しくは「結婚の自由をすべての人に」で検索してみてください。
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「同性婚ができないことは憲法に反している」という趣旨で国を相手取り行われている訴訟で、
2021年3月17日、札幌地方裁判所は「合理的な根拠を欠いた差別的な扱いだ」として法の下の平等
を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しました。同様の集団訴訟は札幌のほか、東京、大阪、
名古屋、福岡などでもで起こされています。
「自分らしく、ありのままで生きる」ということを皆さん

こんにちは！ ワーカーズ です
レインボーは、毎週決まった曜
日に組合員さん宅に商品を届けて
いる配送ワーカーです。最近では
在宅されている方も少なくなりま
したが、お会いできる方との会話
を楽しみにしながら、そして誠実
に接することで組合員さんからの
信頼を得ることにやりがいを感じ
ながら、配送業務を頑張っていま
す。
前職では自分の考えや意見など、
まず聞いてもらうことはありませ
んでした。そのことは職場では当
たり前のこととして働いてきたの
だと思います。
今の職場で自分の考えを聞いて
もらえた時、自分のことを理解し
てもらった、認めてくれる人がい
るのだ、と思いました。また、そ
のような職場を好きになっていく
自分がそこにはいました。
早 い も の で 年、 こ れ か ら も
ワーカーとして、人と接すること
を大事に働きたいと思います。

と質問をしている場面を見たことがあります。異

もし、友だちや同僚にカミングアウト
されたら、どうしたらいいですか？

7

”

「いつから同性が好きだと気づいたのですか？」

とがある言葉だと思います。メディアなどで性

の自由ですよね。

単協理事
県北地域本部

「カミングアウト」皆さんも一度は聞いたこ

★知ってほしいお話・その２★
～この質問どう思いますか？～

15

杉本 香

★知ってほしいお話・その１★
～カミングアウト～

“

年

らさを感じている人がいます。地域で共に生きていく仲間として、
「知ること」そして「理解すること」
につながることを願い、学習会を企画しました。

15

あっという間の

2020年12月18日
（金）に「Safety Blanket」のこうぞうさんを迎えて、性的マイノリティ学習会
を行いました。近年、性のグラデーションについて関心が高まっています。それ故に、さまざまなとら
え方をされ、自分の性について悩みながら生活をしている人、周囲の理解を得ることができずに生きづ

「牛乳は紙パックじゃだめなん
だよ、美味しくないんだよ」私が
独身の時に知人の酪農家が言って
いた。当時私は愛飲家でもなかっ
たので「ふーん」というくらいだっ
たが、１年後子どもを授かり環境
問題にも関心が向いていた頃、グ
リーンコープの びん牛乳誕生
のチラシを目にすることになる。
「 紙 パ ッ ク で も な い、 リ ユ ー ス び
んで環境にも優しい」早速グリー
ンコープ生協ふくおかに加入した。
すると毎週「食べもの通信」なる
ものがカタログと一緒に届き、そ
れまで考えたこともなかった安
心・安全の世界に引き込まれた。
２人目妊娠中にくまもとに加入、
長男が４歳の時に委員活動を始め
た。４人の子どもたちは託児が大
好きだった。今では自分で裏面表
示もチェックする。委員活動
年、学びと出会いに感謝
です。

性的マイノリティ学習会

わたしとグリーンコープ

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
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20周年まつり
開催まで、
あと ５ヶ月

2021年10月17日（日）に
グリーンコープ生協くまもと
20周年まつりを開催します！
コロナ禍の影響で延期していた、20周年まつりの開催日
が決定しました！開催場所は「グランメッセ熊本」です。
20周年まつりの実行委員会を立ち上
げ、４月８日
（木）
にグリーンコープ生協
くまもと本部会議室にて、第１回実行委
員会を開催しました。

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

3月分
56.2％
56.2
％
回収した
カタログの重さ

39,790㎏
↓

６ロール入り
トイレットペーパー

13,263袋分
どんどんカタログを出しましょう

実行委員会のメンバーは、組合員、職員、ワーカーズ、
メーカー・生産者、報道関係者などの皆さんです。

GC

開催まで、まつりの情報をお知らせしていきます。

くまもと 独自品

毎号８面に掲載している「ＧＣくまもと独自品」は、
しばらくの間、別チラシにてご案内します。
（５月分は、５月 17日週に配布）

熊本市西区新土河原２丁目１ １

﹁本部組合員事務局﹂行き

♪

グリーンコープ生協くまもと

おたよりの内容は、お気に入りのグリーンコープ商品や美味しい食べ方の紹介、
ご家族の日常のひとこまなど、グリーンコープに関することなら何でもＯＫです♪
８６０００５６
お気軽にお寄せください。
おたよりの本文
ษᡭ
200字以内
お名前、ご連絡先（電話番号）
、所属の地区または
センター名、ペンネームでの掲載をご希望の方はペン
お名前：生協くま子
ネームを明記の上、
連絡先：電話番号
所属：アクア地区
〒860-0056 熊本市西区新土河原２丁目1-1
ペンネーム：まこ
「本部組合員事務局」宛
にお送りください。

たくさんの
おたより
待ってま～
す♪

では、組合員の声を大切にした
おたより募集中♪「グリーンたいむ」
紙面づくりを心がけています。

お手持ちの紙に書かれた原稿を古封筒などに入れて、注文書と一緒に出されても
結構です。その際には、封筒に「本部組合員事務局行き」と明記してください。
☆掲載された方へは、理事会おすすめのグリーンコープ商品（500円程度）を進呈。
※掲載は、おひとりにつき年間１回とさせていただきます。

熊本地震から
５年がたち、地
震発災直後のこ
ろを思い出す。
激しい揺れの中
で家具が倒れ、食器やいろい
ろなものが落ちて散乱する音
と愛犬が激しく吠えていたあ
の時の光景が走馬灯のように
よみがえる。信じられない光
景に呆然としながら片付けを
行った日々。他県ナンバーの
支援の車を見てどんなにあり
がたいと思ったことか。災害
はまたいつ起こるかわからな
い。備えを忘れずに準備をし
ていこうと改めて思ってい
る。 
（菊川）

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
13,006名
編 集／広報室
■県央東地域本部
26,883名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,487名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,478名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
64,854名
FAX 096-324-8123
（４月24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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