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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 5 月九州大雨災害で被災した
生産者の方へ復興支援金の目録を贈呈
５月16日（日）
、17日（月）に熊本県上益城地域で発生した集中豪雨により、グリーンコープの
産直青果生産者が、土砂崩れによるハウス倒壊など大変な被害を受けられました。グリーンコー
プの職員は現地を訪れて被災状況を把握し、５月24日（月）からオールグリーンコープの組合員
にチラシを配布して、募金への協力を呼びかけました。
７月に、県央西地域本部の組合員が被災された生産者を訪問し、支援金の目録をお渡ししました。

７月14日（水）「風鈴会」

被災した圃場の様子として、
「キャベツの
圃場の９割が被害に遭い、出荷できませんで
した。何十年も栽培してきましたが、今年の
ように出荷できないことは記憶にありませ
ん」
「ハウス栽培の場合は覆いをかける作業
を、雨のたびにずぶ濡れになりながら行って
います」などのお話を伺いました。

八木地域理事長が、堀代表に支援金の目録を
贈呈しました。

当日は、県央西地域本部が「御岳会」
と組合員
（理事・委員）
との産直交流会
を開催し、生産者と組合員が野菜の収
穫体験を通して交流しました。

八木地域理事長が、白鷹代表に支援金の
目録を贈呈しました。

７月22日（木）「御岳会」

猛烈な雨の影響で、ハウス横の山が土砂崩れ
を起こし、８棟中４棟のハウスが倒壊しました。
出荷前の小松菜も被害に遭いました。再開する
には堆肥を入れて土作りから行い、プレハブを
修復する必要があるそうです。
「災害は残念で
したが、待っている組合員のために、前向きに
頑張ります」と言われていました。

グリーンコープでは、産直青果生産者が営農継続に影響をもたらすような被害を受けられ
た場合、直ちに必要な支援が行えるよう「グリーンコープ産直青果生産者災害時支援基金」
を設立しています。組合員から寄せられたカンパ金を「支援基金」として積み立て、被害を
受けられた産直青果生産者へお届けしています。５月に行った募金には組合員から約938万
円の支援金が寄せられ、生産者から申請された金額をもとに復興支援金をお届けしました。
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2021年度 福祉活動組合員基金前期助成団体決定

身近な地域福祉に活かされています
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（通称：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円基金を拠出している、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。
2021年度の前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

地 域 団 体

一般社団法人

なんかん未来創造とっぱ隊

300,000円 事務所予定物件の設備改修工事費の一部

がほとんどなかった、配達や店舗担当をしているたくさんの新人ワーカーが参加できたので、本
当に良い学習会になったと思っています。（148人参加）
今回は熊本県内の８社に参加いただき、自社のグリーンコープ商品の中から商品を選定して説
明していただきました。直接グリーンクラブの方々から商品についての詳しい話を聞くことで、

特定非営利活動法人

人権ＮＰＯちなもい

150,000円 人件費、専用電話回線使用料、会場費、研修費

フリースクール

300,000円 家賃、講師謝礼

くまてん

美味しい食べ方など。

ワーカーズ・コレクティブ「食育の会わくわく」
2020年度子ども料理教室、および、会の運営費

277,641円「ゆう＊あいショップ三里木店」2020年度運営費

「㈱山崎食品」（八代市二見本町）…大人気商品、ＧＣ「ポークウインナーアメリカンドッグ」
「㈱サン・ファーム」（熊本市南区城南町）…もちろん卵について、組合員さんからの問い合

5,000円 県央東地域本部 「福祉講演会」

や店舗で販売するだけでなく、「グリーンクラブの思いも届けていかなけれ
ば」と強く思いました。どんな時もグリーンコープの組合員に商品を届け

日
（木）
の基金運用委
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100

円をみんなのために

６月

員会で、福祉活動組合員基金

前期助成団体を決定しました。

今年度は直接会ってお話しで

きると喜んでいましたが、ま

た新型コロナウイルス感染症

が猛威をふるい出し、面談の

みオンラインで行うこととな

りました。やはり、書類のみ

のやり取りよりも具体的に見

聞きすることができ、良かっ

たと思っています。

今年度は、多くの助成団体

が子どもの居場所作りに携

わっていました。主に、その

運営費などに助成申請されて

います。

私たち組合員の月々 円が、

みんなのためになるよう、運

用委員会で意見交換していき

ます。

そして、助成団体の皆さん

が、ますます地域の皆さんの

力となれるように、応援して

いきたいと思います。

福祉活動組合員基金

運用委員会委員長

入江 真里子
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しい食べ方、商品開発への熱い思いなど。

ワーカーズにとってかけがえのない財産になりました。私たちは商品を配達

6,205,499円

100

まい

「㈱永田パン」（熊本市北区貢町）…ＧＣ「う米パン（冷凍）」（米粉パン）の商品特長と美味

今回のお話は、学習会の目的「語る言葉を獲得する」だけでなく、私たち

1,142,942円 人材育成にかかる費用

計

わせについての対応や一般的な卵との違いについて。

「㈲真和商事」（熊本市東区戸島西）…ポリ袋とビニール袋の違いなど。

55,770円 県央西地域本部 「福祉講演会」

合

みがきジェル（オレンジ）」、「アルカリウォッシュ」の使用方法の詳細など。
の製造工程、徹底した衛生管理など。

県南地域本部 「子どもの不登校・進路を考える
15,000円
さなぎの会」講師交通費

総

「仕事と家事に忙しい女性社員グループが開発した」など。
「㈱地の塩社」
（山鹿市久原）…くまもと開発ＧＣ「tsuyasara（つやさら）」、ＧＣ「こどもは

600,000円「ましきスマイルいきいき館」地代家賃

労働協同組合たすけあいワーカーズ
ひとつ

「松合食品㈱」
（宇城市不知火町）…ＧＣ「お料理万能甘酢だれ」の商品特長と開発ストーリー。

320,000円「地域たすけあい絆・とんぼ」2021年度運営費

244,066円「子育てサークル」2020年度運営費

グリーンコープ生協くまもと理事会

もって、組合員に伝えられるようになったと思います。

「㈱内田安喜商店」（上益城郡益城町）…ＧＣ「絹厚あげ」について、製造方法、商品特長と

300,000円 パソコン代、作業代、Zoom 代
1,695,080円

内容の理解度も上がりました。説明を受けた商品については、参加したワーカー全員が自信を

「㈱山一」（熊本市西区春日）…くまもと開発のＧＣ「混合削りぶし」について、工程と特長。

200,000円 家賃、人件費、図書購入費、消耗品費

熊本転入ママの会

石原 嘉美

することができました。これまでグリーンクラブとの交流がなく、商品についても学習する機会

300,000円 講師謝礼、公演会場費の一部

ＮＰＯ法人 ガット

グリーンコープ生協くまもと ワーカーズ常勤理事会 代表

リーンクラブ（グリーンコープ納入業者の会）との学習会を、10月２日
（土）
にリモートにて開催

300,000円 エアコン・冷蔵庫購入費、エアコン工事費

森の自分学校

「グリーンクラブ学習会」
昨年５月に「フードパル熊本」で開催予定でしたが、コロナ禍の影響で断念した、念願のグ

主 な 用 途

放課後等デイサービス

さくらんぼ

（天草こどもアートプロジェクト）
コドラボ劇団

ワーカーズ主催

ることができるのは、グリーンコープの考え方を理解し、組合員が求める
安心・安全な商品を製造してくださっているグリーンクラブの皆
さんが居てくださればこそです。
今回の学習会を第一歩に、これからも顔の見える関係を築き、
未だ組合員になっていない方にも、「グリーンコープの商品は素晴
らしい」と拡めていければと思います。学習会が開催できたことは
ワーカーズにとって本当に良かったし、今後増えていくワーカーのた
めにも、「継続的に開催できたら」と思っています。

2

グリーンコープの食べもの運動の象徴で
あるＧＣ「産直びん牛乳」が誕生したのは
２００３年。今年で 年になります。
「牛乳は沸騰させてはいけないと言われ
ているのに、 ℃以上の熱をかけて殺菌す
るのはおかしいのでは？」という疑問から、
℃ 秒殺菌の牛乳を供給していた頃、そ

の後はどうしたらいいのかを探るために、
ヨーロッパまで視察に出かけた篠原晴美さ
ん。そして試行錯誤の末、ＧＣ「ノンホモ
パスチャライズ牛乳」が誕生したのは１９
８７年。
日 本 で 初 め て 誕 生 し た「 ノ ン ホ モ パ ス
チャライズ牛乳」の開発に携わられた篠原
晴美さんに、当時の様子や思いを直接お聞
きすることとし、利用普及推進委員会メン
バーとのオンラインによる対談を企画しま

的な牛乳で、生乳も普通に飲まれ

１９８４年にヨーロッパへ牛乳の

ズ牛乳」を開発するにあたって、

「ノンホモパスチャライ

たくさん与えられていました。サ

で飼われている牛は青草や乾草が

されていることも多く、牛舎の中

いてもほとんどが粗飼料で、放牧

ていることに驚きました。餌につ

勉強をしに行かれたそうですが、
イロで発酵させた餌を与えても牛

馬場さん

ヨーロッパに視察に行かれて一番
乳の味が変わると聞いたことも驚

豊田さん

心に残っていること、また衝撃を

篠原さん
ヨーロッパ視察の際に、

きでした。

ヨーロッパの牛乳事情に
グリーンコープで作る牛乳に取り

受けたことは何ですか。

）
詳しい藤江才助先生 （※①の
講演を

入れたいと思ったことがあれば教

℃

秒にしなさ

聞 い た 時、
「

その頃の日本には超高温殺菌の

毛酪農」の方も参加されました。

だ っ た「 熊 本 乳 業 」、 そ し て「 東

視 察 に は、 当 時 牛 乳 の メ ー カ ー

行きましょう」と誘われたのです。

小寺さんに「ドイツの状況を見に

との出会いがありました。そして、

モ牛乳」を作っていた「東毛酪農」

）
ん （※②と
いう方と出会い、
「ノンホ

で暮らしていたという小寺ときさ

した。日本では（乳等省令により）

く、ほとんど区別がつきませんで

したが、両方ともさらりとして甘

ライズ牛乳」を飲ませてもらいま

現地で生乳と「ノンホモパスチャ

て行って購入しておられました。

その頃は生乳を自分で容器を持っ

ものとして取り扱われていました。

である超高温殺菌牛乳は全く別の

）
イズ牛乳 （※③」
と、日本では主流

ヨ ー ロ ッ パ で は、
「パスチャラ

えてください。

牛乳以外、ほとんどない状況でし

生乳を取り扱うことはできないの

い」って言われたのです。その後

た。ヨーロッパは乳製品が主流の

で、生乳に一番近い「ノンホモパ

篠原さん

食べもので、凄いこだわりがあり

スチャライズ牛乳」を作りたいと

いろいろと勉強するうち、ドイツ

大 切 に さ れ て い る こ と や、「 ノ ン
思いました。

坂田さん
ベ ー シ ョ ン や、 初 め て グ リ ー ン

自分たちで実現させるまでのモチ

牛乳」はいろんなメーカーから出

今 は、
「パスチャライズ

遠藤さん

とうもう

ホモパスチャライズ牛乳」が一般

ヨーロッパ視察から、
「ノ

コープの「ノンホモパスチャライ

プの『ノンホモパスチャライズ牛

ンホモパスチャライズ牛乳」が完
お聞きしたいです。

乳』が一番負けない」というセー

イズ牛乳」が実現。そして、１９

１９８５年４月に「パスチャラ

たと思います。そして、牛乳に圧力

てきたということが一番大きかっ

ヨーロッパの実情をこの目で見

篠原さん

ください。

篠原さん

８７年４月に「ノンホモパスチャ

をかけて脂肪球を砕くホモゲナイ

ルスポイントなどあったら教えて

ライズ牛乳」が実現しましたので、

ズをしていることが、牛乳に大き

てもらうために生乳生産者との交

細菌数が少ない良質の原乳を作っ

殺菌の取り組みの中で、少しでも

あります。日本で初めての ℃ 秒

乳』を実現したかった」というのが

番近い『ノンホモパスチャライズ牛

いかと感じていたので、
「生乳に一

たくさんのご苦労があって完成

殺菌のノンホモ牛乳でした。だから

け方や衝撃のかかり方など、牛乳

したグリーンコープの「ノンホモ

く実現しました。

にできる限りストレスがかからな

パスチャライズ牛乳」ですが、組

本当にものすごく嬉しかったです。

いようにしてもらいました。日本

合員の反応はいかがでしたか。

「ノンホモパスチャライズ牛乳」

ではそういう牛乳を他に作ってい

グリーンコープ生協くまもとに

篠原さん
さんは工夫に工夫を重ねてくださ

フランス出身の組合員さんがい

るという前例がない中、熊本乳業
いました。だから、生産者の皆さ

らっしゃるんですよ。彼女に「こ

一番印象に残っています。

がする」と喜ばれたということが、

の牛乳は自分の国の牛乳と同じ味

んや牛乳工場の担当の方には、た
だただ感謝するのみです。
馬場さん
ヨーロッパで飲まれた「ノンホ

す。

万人

とても素晴らしい牛乳だと思いま

飲んでいる。そういうところが、

以上という大勢の人がこの牛乳を

グリーンコープの組合員

安い価格で飲めるということです。

ます。これだけいい品質なのに、

という私たちの思いも詰まってい

組み換えでない餌を食べさせたい

あるということ。そして、遺伝子

二番目に、最高の品質の牛乳で

ころかなと思います。

るというところが、一番大事なと

いっぱい詰め込んでいる牛乳であ

付 け で は な い、 私 た ち の 思 い を

とだと思います。メーカーの押し

に育てている牛乳であるというこ

が協力して一緒に作り上げ、一緒

乳メーカー・そして私たち組合員

というところは、生乳生産者・牛

私たちの牛乳が他の牛乳と違う

かなり時間がかかっています。
「パ

なストレスをかけているんじゃな

流を重ね、その延長線上で割と早

スチャライズ牛乳」は、 ℃

秒

篠原さん

間がかかりましたか。

さ れ て い ま す が、
「グリーンコー

モパスチャライズ牛乳」を実際に

「ノンホモパスチャライズ牛乳」開発のためのヨーロッパ視察について
ズ牛乳」を飲まれた時の感想など

ＧＣ「産直びん牛乳」の今

18

遠藤さん

15

した。

15

100

の開発は、牛乳工場では温度のか

72

90

「ノンホモパスチャライズ牛乳」の誕生まで

72

15

「ノンホモパスチャライズ
牛乳」の開発に携わった、
組合員の篠原晴美さん

成するまでには、どれくらいの時

利用普及推進委員会のメンバーと篠原さん
上段左から坂田未来委員長、馬場未菜副委員長、
遠藤千枝さん 下段左から篠原さん、豊田彩さん

15

4
※① 藤江才助さん…1929年デンマークに渡り、チーズの研究をした。著書に「パスチャライズ牛乳：製造の理論と実際」がある。
※② 小寺ときさん…東毛酪農と共にノンホモパスチャライズ牛乳である「みんなの牛乳」作りに成功した人物。
※③ パスチャライズ牛乳…フランスの細菌学者パスツール博士が発見した殺菌方法により殺菌された牛乳。63℃30分の低温殺
菌や、72℃15秒の高温短時間殺菌の牛乳を指す。人体に有害な菌を死滅させ生乳の風味と栄養を出来るだけ残す殺菌方法。

5

40

90

きたこれまでの歩みや、
「今」の人気商品ランキングなどを、５回にわたって連載し
ます。30年周年に向けて、さらにグリーンコープの輪を広げていきましょう！

グリーンコープの食べもの運動の象徴 ＧＣ「産直びん牛乳」

2001年３月に誕生したグリーンコープ生協くまもとは、今年で20年の節目を迎え
ました。
「グリーンたいむ」では20周年記念を特集し、グリーンコープ運動を続けて

グリーンコープ生協くまもと20周年記念企画

電磁波とワクチンの学習会

7

ＧＣのリサイクルマーク

油てかり

上村 猛

原発事故が発生した当時、私は東部センターの配送職員をまとめる責任者をしていました。東北で
とんでもないことが起きてしまい、熊本の地にもどんな影響があるのか分からず、大変心配した記憶
があります。そのような中、東北や関東から熊本へ引っ越して来られる、いわゆる「避難ママ」がた
くさんおられ、グリーンコープの仲間になっていただいた経過があります。赤ちゃんや小さな子ども
さんの手を引いて、遠く熊本の地へ引っ越しを余儀なくさせられた「避難ママ」の皆さんは、さぞ心
細かったと思います。
「もう二度と繰り返してはならない」との思いをもっと大きな力にするために、
「グリーンコープでんき」を利用していただける組合員の皆さんを募集しています。また、「グリーン
コープでんき」を広めていくことで二酸化炭素の排出を少なくすることにも繋がります。「グリーン
コープでんき」のご利用、ぜひ、よろしくお願いいたします。

「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

洗い不十分

シールなどの異物

野村 由美

一、人間の手に負えない放射能を生み出すのが原子力発電です。
二、東京電力福島第一原子力発電所の事故によって強まった脱原発への思い。
三、やっと実現した理想の「グリーンコープでんき」を使う仲間を増やそう！
四、原発のない、持続可能な社会の実現に向けて、「グリーンコープでんき」の利用を広げよう！

10/13現在
他のトレー

ワーカーズ・コレク
ティブ アーチ
代表理事

グリーンコープ生協くまもと 専務理事

目標

123,714,000円
316,533,186円

10/10現在
2021年度目標

720件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

リサイクルできるのは、きれいな（汚れ・カビの付いて
いない）トレーです。切れていても割れていてもＯＫ！
きれいに洗って、乾かして→汚れやカビがあるとトレーにできません。
＊きれいに洗って、乾かして
トレーが重ならないように→重なっているとチェックに時間がかかっ
＊トレーが重ならないように
てしまいます。
他のトレーを混ぜない→ＧＣのリサイクルマーク品のみを回収します。
＊他のトレーを混ぜない

「グリーンコープでんき」のススメ

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

Point!

単協理事
県北地域本部

９月24日（金）に、
「株式会社エルパッケージ」を講師にお招きし、
「トレー to トレー」についてオ
ンラインで学習会を開催しました。グリーンコープでは「４Ｒ運動」に取り組んでいますが、その中に
「トレー to トレー」の取り組みがあります。使ったトレーを回収して、またトレーにする取り組みです。
「㈱エルパッケージ」では、組合員から回収したトレーを、汚れや間違ったトレーが紛れていないか、
１つ１つ人の目でチェックします。汚れは異物となり、シートになる際に穴
になったりします。カビも大きな異物の１つです。
きれいなトレーは粉砕された後、高圧の水で洗浄・脱水・乾燥後、ペレット
会社に運ばれ、リサイクル原料となって「㈱エルパッケージ」に戻ってきます。
トレーは３層になっていて、表層には新品の樹脂を使い、真ん中の部分に
リサイクルされた樹脂を使用しています。波形（リブ）は強度を増すためだ
そうです。
「トレー to トレー」は日本で取り組んでいるところは少なく、素晴らし
い取り組みです。組合員の高い意識のもと成り立っています。今後もこの取
り組みを継続できるように、引き続きご協力をお願いします。

中里 千恵

「トレー
トレー to トレー」学習会

こんにちは！ ワーカーズ
です
いのちを育む食べもの運動、
平和、環境、福祉、災害支援活
動など、活発な組合員活動をサ
ポートし、共にグリーンコープ
運動を推進している組合員事務
局ワーカーズです。
２０２０年４月にワーカーズ
化し、２年目を迎えました。２
０２１年度は写真洗浄事業、葬
祭事業など新事業にも意欲的に
取り組んでいます。
コロナ禍で、集まっての活動
が制限され、しばらくはオンラ
インによる学習会や取り組みが
続きますが、人と人との繫がり
を大切にするグリーンコープ。
いつも組合員の皆さんに寄り添
える存在であり、架け橋（アー
チ）になれるよう頑張ります。
２０２２年度は２地域化に伴
いセンター単位での活動になり
ます。センターにおいでの際は、
お声掛けくださいね。

８月27日（金）に、ジャーナリストで、
「市民バイオテクノロジー情報室」の天笠啓祐さんを講師にお
招きし、理事・委員を対象に「電磁波とワクチンの学習会」をオンラインで開催しました。
電磁波については、携帯電話や電子レンジ、テレビや送電線などから発せられている
こと、人間は微弱な電気で動いているため電磁波の影響を受けること、そして子どもほ
ど大きく影響を受けること、電磁波の影響を受けないためには距離と時間に気をつける
と良いことを学びました。参加者からは「携帯電話を枕元に置いて寝るのをやめます」
「子どもたちに伝え、電子機器の使い方や付き合い方を見直していきたいです」といっ
た感想が寄せられました。
ワクチンについては、ワクチンに賛成や反対ということではなく、まずはワクチンに
ついて知ることとして学習会を開催しました。新型コロナウイルス感染症が拡大した背
景や、ワクチンの種類とその特徴、過度な抗菌グッズの多用に頼らず、食事や運動によ
り免疫力を高めると良いことを学びました。参加者からは「テレビや新聞ではわからな
い、知っておくべき情報を知ることができて良かったです」
「ワクチン接種しましたが、食事・運動・
睡眠に気をつけて免疫力を上げる生活をしたいです」との感想が寄せられました。
私たちの生活にとても深く関わっているテーマだっただけに関心も高く、130人を超える参加があ
りました。電磁波にしてもワクチン接種にしても、
「自分が健康でいたい」という思いのもと、それぞ
れが自分なりの判断をしていくことが大事だと感じました。

わたしとグリーンコープ

「家族」を 守 る 存 在

委員を対象に、２つの学習会をオンラインで開催しました。委員になると参加できる学習会
もありますので、皆さんもぜひ、委員になりませんか？
興味のある方は、本部組合員事務局（☎096－324－8145）までお問い合わせください♪

今の自分があるのはグリーンコー
プのおかげ。心からそう思う。とい
うのも、グリーンコープ主催の「ゼ
ン・ハニーカットさん講演会」で私
の人生は劇的に変わったからだ。以
前、 私 自 身 の ア レ ル ギ ー に 関 し て
は、あまり疑問に思っていなかった
が、娘が喘息・アレルギー性皮膚炎
を患い、このまま一生薬漬けになる
のか…と心配するようになった。何
も決め手となる解決策が見出せず
あんたん
暗澹たる思いでいた頃、講演会でグ
リホサート（除草剤の主成分）とい
う存在を知った。そのヒントを突破
口に、娘と私は体の健康をとり戻す
ことができたのだ。同時に健全な思
考に変わっていったのには驚いた。
「 健 全 な 心 は 健 全 な 肉 体 に 宿 る 」と
はよく言ったものだ。
我が家を救ってくれたグリーン
コープ。いつまでも私たちの
心と体の健康を守る存在で
あってほしい。

学習会を開催しました

組織・環境委員会

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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グリーンコープ生協くまもと20周年感謝企画

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

グリーンコープ生協くまもとを長年利用し支えてくださっている組合員の皆
９月分
★さんへ、感謝を込めて何かプレゼントをお届けしたいと、まつり実行委員会の

59.2％
59.2
％

終了を受けて、理事会で検討しています。
今回は、「長年商品をご利用いただいている間に自然に貯まっている poco

回収した
カタログの重さ

のポイント数で対象となる方を選びたい！」となりました。ご自分の poco 数

44,620㎏

はご存知でしょうか？毎週届く緑色の納品書に記載されています。

↓

６ロール入り
トイレットペーパー

グリーンコープ生協くまもとの組合員の中で、

20000poco～

135人

01234567 生協

どんどんカタログを出しましょう

花子

８月末までの上のデータを基に理事会で検討し、15000poco
15000poco 以上保有の方へ
プレゼントすることに決まりました！
また、15000poco 未満の方にも抽選で、まつりに出店予定だったメーカー・
生産者の商品をプレゼントできるように用意を進めています。詳しくは後日、
チラシでお知らせします！
poco（ポコ）ってなあに？
納品書や請求明細書に記載されている poco とは、グリーンコープなどが
独自に定めている、フードマイレージ表示です。フードマイレージとは、輸
送に伴って発生する CO2 排出量を少なくして、環境への負荷を小さくする取
り組みです。国産のものを食べることにより削減される CO2を poco という
単位で表しています。１poco で、100ｇの CO2を削減したことになります。
例えば、組合員歴25年のＡさんは、これまでの累積が17000poco なので、
ｇ削減したということですね！
CO2を1700ｋ
日本の農業と地球の環境を守ろうと、グリーンコープ、大地を守る会、生
活クラブ連合会、パルシステム連合会は、2009年秋から協同でフードマイ
レージ運動に取り組んでいます。

グリーンたいむでは︑
組合員の声を大切にした紙面づくりを心がけています

1,441人
409人

花子

みなさんからのおたより 待ってまーす！

10000poco～
15000poco～

14,873袋分
生協

おたよりの内容はグリーンコープに関することなら︑何でもＯＫ︒
お名前と連絡先︵電話番号︶と︑所属の地区名または所属センター
を明記の上︑下記住所﹁本部組合員事務局﹂宛にお送りください︒
文字数は２００字以内︒ペンネームも可︒掲載者には︑いちおしの
グリーンコープ商品を進呈します♪

10,628人
5,390人

皆皆

3000poco～
5000poco～

園芸の世界で
は花や木を育て
るのが上手いと
「緑の手を持っ
た人」と呼ぶそ
うだ。広報スタッフの仲間に
は、緑の手の持ち主しかいな
い。私と言えば、植物をすぐ
に枯らしてしまう「茶色の手」
で あ る。
「これを植えれば何
もしなくても蔓延って、雑草
の生える余地はなくなります
よ」と頂戴する植物ですら
育った例がない。土作りが肝
要らしいが、庭の雑草が元気
になるだけのような気がして
ならない。きっと元々の「何
もしなくてもよい」レベルが
違うのだろうと思う。
（磯川）

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
13,060名
編 集／広報室
■県央東地域本部
27,017名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,703名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,564名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
65,344名
FAX 096-324-8123
（10月27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

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。➡

8

