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いのちをつなぐための

「かさじぞう基金」
についてのご報告
グリーンコープ生活協同組合くまもと 生活再生相談室 熊本相談室 室長補佐

中島 明美

いのちをつなぐための「かさじぞう基金」のカンパに、たくさんの組合員の皆さんから総額1,913,300
円のご協力をいただきました。ありがとうございました。この、いのちをつなぐための「かさじぞう基
金」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で生活が困窮されている方へ、①緊急に必要な生活資金の
支援、②子どもや困窮者に食料を支援していく財源として、力強く活用しています。
しかしながら、新型コロナウイルス感染の収束は、まだまだ見えない状況です。生活再生相談室や生
活困窮者支援の窓口では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で倒産したり、廃業したり、解雇されて
収入が減少、収入が途絶えた人たちで大変な状況です。これまでの生活が一変して生活が破綻してし
まった方のお話を伺う中で、深刻さが増している様子も見えてきています。就職活動をしたくてもハ
ローワークに行くための交通費が賄えない、具合が悪くても病院にも行けないなど、ギリギリの状態の
方たちへ、緊急の生活資金として１万円の範囲内で相談者へお渡しし、生活が立ち直った時にいのちを
つなぐための「かさじぞう基金」へお返しいただいて、次の困った方への支援として利用できるように
しています。
このように、いのちをつなぐための「かさじぞう基金」は、いのちと暮らしを守ることにつながって
いきます。そして、相談者は「あの時はありがとう。本当に助かりました」との言葉と共に、お返しに
来られます。組合員の皆さんの想いが多くの方の支援につながり、相談者の明日への希望にもつながり、
同時に相談員の力にもなっています。組合員の皆さんの温かいご協力、本当にありがとうございます。
カンパは、９月６日（月）～
日
（金）
に募りました。
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利用普及推進委員会

髪の美容液
ワンランク上の美髪へ

「tsuyasara（つやさら）」

使用した組合員が

全力でオススメします！

使い続けることで、日に日に髪の毛が柔らかくなっていくのを実
感しています。
無着色・無香料・シリコンフリー！安心・安全なので、小学生の
娘と一緒に使えるのも、うれしいポイントです！
静電気が気になってくる季節になりましたが、朝 「tsuyasara」で
髪の保湿をして、静電気や摩擦から大切な髪の毛を守りましょう！
パサパサな髪質で量も多くて悩みでしたが、 「tsuyasara」
は塗りながら手ぐしで柔らかくなるのを感じています。商品名
の通り、つやつやさらさらです♪１番のポイントは、塗った後
の手を洗い流さなくてもいいことです。使用後に手を洗う手間
がなくノンストレスなのがうれしいですね♪

利用普及推進委員会

雪印メグミルク㈱工場オンライン視察を開催しました♪
雪印メグミルク㈱福岡工場（ＧＣ
受け入れ
「産直びん牛乳」工場）は福岡市南
区にあり、約23トンの生乳を受け入れ、１日平均
３万本弱のびん牛乳が生産されています。びん牛
乳は、まだ暗い午前２時から製造が始まります。
まず、生乳を酪農生産者から受け入れる際に行わ
れる受け入れ検査では、風味・成分・温度・細菌
の４つの検査を全て合格しないと受け入れられま
せん。

洗髪後の濡れた髪にも、乾いた髪にも使えます。
ドライヤーの前に使用すると、髪が柔らかくまとまっておす
すめです。
無香料なので、年齢性別問わず家族で使用できますよ。手に
余ったクリームはハンドクリーム代わりに手に塗り込めるの
で、一石二鳥♪♪これから乾燥する季節には欠かせません！

利用普及推進委員の自宅に、

早期予約の産直りんご・産直みかんが届きました！
産直りんごは、事前に生産者から報告があったように、変形したものや実の一部・または全体的
にサビのあるものもありましたが、皮をむけば中身に影響はなく、美味しく食べられました。我が
家に届いた秋映は、シャキシャキの食感に酸味と甘みのバランスが最高でしたよ♪
産直みかんも、甘くて美味しい果汁たっぷりのみかんが届きました。今年はみかんも長雨と豪雨
の影響で見かけが良くないものが増えているそうです。
グリーンコープの産直りんご・産直みかんは、見かけが多少悪くても、安心・安全・美味しく食
べることができます。
たくさん食べて寒い冬を乗り切りましょう♪♪

受け入れ検査に合格した生乳は、
ろ過網で牧草などの異物が取り除か
れ、冷却プレートを通して冷やしながらタンクに
貯められます。次にパスチャライズだけがホモゲ
ナイザーという均質機を通り、生乳に圧力を加え
て大きな脂肪球を均質化し、脂肪が浮いてこない
ようにします。ノンホモは脂肪球が均質化されて
いないので、静置しておくとクリームラインがで
きます。そして殺菌機（熱交換プレート）を通し
ながら温水で生乳の温度を上げて殺菌し（72℃15
秒）、冷水で生乳を冷やしてタンクへ送られ、保
管されます。

殺菌

いよいよびんの登場です。組合員
から回収された空びんは機械で
キャップが外され、取り残しが無いか検査装置で
確認されます。この時、「液だれ防止キャップ」
の取り忘れがあると、手作業で１つ１つ外さない
といけないので、必ず外すようにしてください。
次に、洗びん機を通り、30～40分かけて洗びんさ
れます。洗びんに使われる洗剤はグリーンコープ
指定の洗剤だったり、温水に浸け置きしたり、工
夫されていました。洗びん後、目視で汚れが残っ
ていないか、ひびなど無いかを検びんされます。
目視は非常に集中するため、15分毎に交代しなが
らされていました。目視後、カメラでびんの口や
底の検査が行われます。この時たまに、油性ペン
で日付を書いたり、落書きがあるそうです（使用
不能になります）
。びんは300ｇという軽さで薄く
なっており、割れにくくするために樹脂でコー
びんづめ
ティングしてあります。たまに樹脂が変色するこ
洗びんが終わった空びんは、ごみや
とがありますが、外側なので中身に問題は無いそ 細菌が入らないよう工夫された搬送コンベアを通
うです。
り、牛乳が充填されます。フタに消費期限を印字
し、シュリンクが巻かれ、輸送用クレートという
箱に入り、金属探知機で検査し、そのまま冷蔵庫
へ入ります。
その後、風味・成分・細菌検査が行われ、厳し
い検査に合格したびん牛乳が、私たち組合員に届
けられます。

洗びん

使いやすいクリームタイプで、油分と水分がバランスよく
配合されているので、ベトつかずサラサラに仕上がります！
翌朝起きた時にも持続したサラサラ感を実感できますよ♪♪

10月21日（木）
約90人参加

今年で誕生して18年。これからも飲み続けられるよう、ＧＣ「産直びん牛乳」
の良さを多くの組合員に伝えようと思いました。

※商品に同封されているアンケートにも、ご協力をお願いいたします。
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グリーンコープ生協くまもと20周年記念企画

グリーンコープのふくし
組合員の皆さんに知ってほしい‼

ふ…ふつうの
く…くらしを
し…しあわせに

家族の最期の時間を悔いなく過ごしてほしいから

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
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！

悩むよりまず電話

グリーンコープの葬祭事業

ふ

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」という想いがかたちになり、
「葬儀の施行をすることが最終目的ではなく、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設置できたら」という想いで、2012年に立ち上げ
られました。グリーンコープが取り組んでいる地域福祉です。

ふつう
の

じねんあん

★「自
自然庵
然庵」との協働事業
」との協働事業★
グリーンコープの想い、組合員の想いを汲んでくれる「自然庵」との協働事業です。グリーン
コープの単独事業や斡旋事業ではありません。やすらげる空間づくりを心掛けられています。

透明な料金体系

適正価格

★福祉に関して気軽に相談できる窓口です★（組合員以外もご利用いただけます）
福祉に関して気軽に相談できる窓口です★（組合員以外もご利用いただけます）
「ふくし情報でんわ」ってよく聞くけど、
何となく電話しづらいのよね…
あら、そんなことないのよ！
「母の認知症がひどくなったから介護の相談をしたい」とか
「入院した母の前開きの下着やパジャマを購入したい」とか
「グリーンコープのケアマネジャーを紹介してほしい」とか
「配食サービスを教えてほしい」とか
「福祉用品カタログがほしい」とか、気軽に相談できるのよ♪

宗教費用以外のすべてを含んだ
料金体系にしています

く

グリーンコープ葬祭サービス

★ここがポイント
ここがポイント★

うちは子育て中。子育て世代の相談にも乗ってくれるかしら…

くらしを

24時間受付・年中無休
＊自分で判断する…信頼できる業者を見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
フリーダイヤル 0120－222－782
時に。
＊斎場見学…………まずは協働事業のパートナー「自然庵」を。
「自然庵」にお電話の際は
葬儀にまつわる疑問・質問に丁寧に答えて
「グリーンコープの組合員です」
いただけますよ。
とお伝えください。

〈1995年設置〉

「ふくし情報でんわ」は、グリーンコープの地域福祉の始まりの時に検討されました。当時の活動
委員が情報提供できるように、自分たちのエリアの自治体をすべて訪問し、各自治体の取り組んでい
る福祉について調査しました。行政からは「食べものを扱う生協が、なぜ福祉のことを聞くのか？」
と尋ねられたこともあったそうです。しかし、この活動が「グリーンコープが福祉に取り組む」とい
うアピールになりました。

グリーンコープの葬儀（組合員だけの独自プラン、つまり組合員価格です）

安心・安全

ふくし情報でんわ

もちろん‼子育ての悩みを相談することもできるのよ‼
あら、さっそく電話してみようかしら‼

皆さんも
！
お気軽に

「自然庵」視察・学習会
９月24日（金）に、「自然庵」社長 渡辺美智子さんを講師に迎え、
オンラインで学習会を行いました。

ＤＶＤにて 「自然庵」を散策

「生きるための葬儀」とは

しあわ
せに
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＜他にもこんなお電話がありました＞

し

死とは悲しいことに変わりはないけれど、そこか
四季折々の花々を見ながら、一緒に歩いてい
ら一歩を踏み出すために通夜があり、葬儀がありま
るような気持ちで見ました。美術館を思わせる
す。世界の情勢がどのように変化しようとも、１人
ような調度品に目を見張りました。季節を感じ
の大切な人を大切に送り、送られる関係なのです。
る部屋のアレンジ、生花には豊かさと合わせて
優しさも感じました。故人が生前愛用していた 「生きていくための葬儀」をいかに生きているうちに
捉えるか。渡辺さんの話を聞いていたら、自ずと分か
品々・写真も素敵なフレームに納まり、
偲ぶコー
るような気がしました。普段から考えることはなか
ナーに飾られていました。
「すべてにおいて送
られる人、送る人の心に寄り添う葬儀だなぁ」 なかありませんが、本当は一番大切なことなのです。
「心に最後に残る瞬間の準備を
今回、視察・学習会に参加して、これからの人生、
一緒にしてくださるのだなぁ」
生き方を、
「頑張れ！」と力強くスタートさせてい
と思いました。
ただいた気持ちになりました。
渡辺さんの小気味よいトーク、
「自然庵」が親切で丁寧ですばらしいことを、広
トーン、リズムに前のめりで見
く組合員に伝えていきたいと思いました。
入り、聞き入りました。
故人を偲ぶコーナー

0120－540－294
携帯電話からは、 ☎ 096－337－7226
月曜～金曜（祝日除く）10時～16時
フリーダイヤル

＊子どもが「学校に行かない」と言い困っている。どうしたらいいか？
＊友人の体調が悪くなって家事ができない。手伝ってほしい。（介護保険外）
＊コロナ禍で外出ができない。自分の老後のことを考えてグリーンコープの福祉の情報がほしい。
＊グリーンコープの福祉が知りたい。（未組合員）

★実際に電話をした方の感想
実際に電話をした方の感想★
１つ １つ丁寧に
相談内容に適した対応を
してくれると知り、
安心しました。

いつまた、心配ごと
などが出てきたとしても、
相談できる窓口があるので
とても心強いです。

親身になって、話を
聞いていただきました。
気持ちが少し楽になり
グリーンコープの
電話して良かったと
組合員で良かった！
思いました。
「ふくし情報でんわ」は
みんなの味方です！
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荒尾地区
９月27日
（月）
玉名センターから Zoom 開催

県央西

県南
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子育て支援ワーカーズ
ペペペペらん
代表
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高橋 知紗子

地球温暖化問題を考える時にも選びたい「グリーンコープでんき」

八代東地区
10月６日
（水）

「㈱エムシーサービス」をお招きして化粧
品学習会を Zoom で開催しました。コロナ禍
でのマスク生活による肌トラブルの対応とし
て、日々のスキンケアで肌のうるおいを補給
するため、ＧＣ「プラセンタ綾」ＧＣ「綾肌
化粧水」ＧＣ「綾肌 乳液」を使って補います。
また、顔トレの「口角を持ち上げて『イー
ウー』と繰り返す」や「口の中を舌で頬を押
して回す」ことも効果的です。
マスク生活でも輝く素肌を手に入れて、楽
しく笑顔溢れる日々を、グリーンコープ商品
と共に ! !（14人参加）

宇城・美里地区委員長 坂井 加代

心地よい秋晴れの日、配食サービス「パセ
リ」の管理者である岩本さんを講師に迎えて
の開催でした。
「パセリ」は、１日420食のお弁当を９台
の車で配達されています。また、安否確認も
兼ねていて、食器を出されていない時は、各
方面に連絡されるそうです。
日常の様子を自ら撮影された映像を見なが
らの話だったのでわかりやすく、また質疑応
答は活発な意見がたくさん出て、会場は盛り
上がり、
「パセリ」に期待されているのがわ
かりました。
（19人参加）

八代東地区委員長 田苗 千賀子

県南センターで開催

2021年のノーベル物理学賞を、米・プリンストン大上席研究員の真鍋淑郎さんが
受賞したという報道がありました。受賞理由は「気候と地球温暖化の予測に関する物理モデルへの
貢献」ということです。地球温暖化対策が喫緊の課題となっている今、非常にタイムリーであり、
同時に、差し迫る危機に真剣に向き合わなければならないことを改めて考えさせられます。
温暖化問題は、地球に生きる一人ひとりが自分のこととして考えなければならないことです。そ
の１つとして私たちにできることが「電気を選ぶ」ことです。「グリーンコープでんき」は、CO₂
を排出する石炭火力の電気はもちろん、原発による電気も使っていません。
従量電灯Ｂ・Ｃの契約であれば「グリーンコープでんき」に切り替えても料金は変わりません。
「グリーンコープでんき」への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

11/13現在

目標

123,234,000円
316,533,186円

11/24現在
2021年度目標

725件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

宇城・美里地区
10月６日
（水）

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ
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県央東地域本部では、今年の「グリーンズ
カフェ」を新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、すべて中止としました。
「グリーンズカフェ」でお渡しする予定だっ
た髪の美容液ＧＣ「tsuyasara（つやさら）
」の
サンプルを「総代だより」と共に地域総代の
皆さんへお届けしました。
各地区運営委員会では、できるかたちでの
活動を続けています。
「地区だより」などで
報告していきますので、ぜひご覧ください。

県央東地域理事長 株元 知子

こんにちは！ ワーカーズ
です

「にこにこ三里木地域交流室」
を活用させていただき、子どもの
居場所「三里木げんきもりもりハ
ウス」を 月 日
（土）
を皮切りに、
月から毎月第 土曜日の午後
時から午後 時に開いています。
主に地域の小学生を対象に、子ど
もたちが安心して過ごすことがで
きる地域の居場所として、私たち
「子育て支援ワーカーズ」が温か
く寄り添い、地域との交流の輪が
広がっていくことを願い活動して
います。
ま た、
「 地 域 交 流 室 」 で は、 毎
週火曜日と金曜日に「子育てひろ
ば」を開いて、未就学児のお子さ
んとお母さんのご利用をお待ちし
ています。子どもたちもお母さん
方も「ここがあって良かった」と
感じてもらえる居場所になるよう、
「子育て支援ワーカーズ」みんな
で考え、活動していきます。

コロナ禍で「つどう」ということが厳しい
昨今。現地区運営委員会メンバーで行う取り
組みは、この「グリーンズカフェ」が初 ! ! と
なりました。Zoom 開催で不安なこともあり
ましたが、「㈱地の塩社」の丁寧な説明に、
参加した組合員の積極的な発言や、画面越し
ではあるものの、相づちやメモを取る様子が
見られました。
「つどう」ことが難しくても、
「つながる」ことができると実感し、
「笑顔に
なれる ! !」と確認できた「グリーンズカフェ」
となりました。
（14人参加）

荒尾地区委員長 角 響子

単協理事
県央東地域本部

県央東

中山 路子

県北
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母は魔術師？

グリーンコープ生協くまもとでは、毎年各地区運営委員会主催で、
「グリーンズカフェ（秋の
組合員のつどい）
」を開催し、参加した組合員がグリーンコープ商品のことや、環境、福祉など、
グリーンコープの今とこれからのことを語り合う場となっています。
2021年度の「グリーンズカフェ」は、コロナ禍の影響により、各地域本部でどのように開催
するかを検討し、オンラインで開催するなど、それぞれ工夫して取り組みました。

わたしとグリーンコープ

あれは確か 年位前。私が小学
生の時です。学校から帰って来て
しばらくすると「リスのマークの
♪」という音楽と共に、１台のト
ラックが家の前に止まりました。
母が玄関で何やら話をしています
が、私は窓の隙間から、かわいい
リスのトラックを眺めて、そして
またトラックが走っていくのを見
ていました。
今になって思い出すと、庭で一
斗缶に油と怪しい物体を入れて、
棒で一生懸命混ぜてせっけんを
作っていた母の姿は、魔術師では
なく、家族や環境のことを考えて
くれる、優しい女性の姿だったの
だなと思えます。
私も今では母となり、子どもた
ちは配達のトラックが来ると「牛
乳が来た」と言って喜びます。子
どもの目に、今の私はどう映って
いるのでしょう。少なくとも
魔術師ではないはず…？

グリーンズカフェを開催しました！

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞
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グリーンコープの産直産地 ㈱阿蘇小国郷
との産直交流を行いました！
㈱阿蘇小国郷は、大分県との境に位置し、標高450ｍほどの高冷地にある産
地です。会員は現在７人。年明けには８人になる予定です。基本的に無農薬で
野菜の栽培をされていて、この時期は大根、かぶ、小さな大根、里芋、春菊、
ほうれん草などの栽培をされています。11月４日
（木）
、くまもとから８人が
参加して収穫体験を行いました。

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

10月分
62.8％
62.8
％
回収した
カタログの重さ

47,340㎏
↓

６ロール入り
トイレットペーパー

15,780袋分
どんどんカタログを出しましょう

この日に収穫体験させていただいたのは、里芋、かぶ、大根の３品目。里芋
の収穫は、茎を切り落とし、マルチシートをはがして機械で掘り上げたものを、
親芋から１個ずつ外す作業を行いましたが、１株がかなりの重さで、この作業
を毎回されているご苦労を、ほんの少し体験することができました。
また午後からは、年明けのカタログ GREEN 43号に新登場予定の、㈱阿蘇
小国郷の「産直大根」を使った加工品 ＧＣ「温泉蒸し干し産直大根」の製造
工程を見ることができました。短冊切りにした大根を、温泉の蒸気で蒸した後、
網に広げて、温泉の熱で一晩乾かした切り干し大根。真っ白な大根が一夜にし
て飴色の切り干し大根に生まれ変わります。温泉熱で蒸しているため、大根の
旨味がそのまま閉じ込められています。１月のカタログ GREEN に登場するの
が楽しみです！

噴き出している
温泉の蒸気

熱いうちに網に広げる

その後、温泉熱で一晩乾燥

自家配合飼料
の卵が欲しくて
グリーンコープ
の組合員にな
り、 年目を迎えた。
当時は、牛乳・卵・木綿豆
腐・味噌・醤油・粉せっけん
等はあったものの、魚も肉も
野菜も手に入らなかった。近
年は基本的な食材だけでな
く、包丁が無くてもグリーン
コープ商品で生活できるよう
に進化した。誰
 もが利用しや
すい生協になってうれしい
が、基本の素材はどうぞ無く
なりませんように。（伊
 藤）
45

発行

飴色に干し上がった
切干大根

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

掘り上げた里芋の塊から
１つずつ外す

みなさんからのおたより 待ってまーす！

茎を鎌で切り落として
マルチシートをはがす

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♪

皆皆

みんなで記念撮影

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
13,054名
編 集／広報室
■県央東地域本部
27,041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
7,586名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
65,384名
FAX 096-324-8123
（11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

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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