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県央西地域本部による【グリーンコープ商品の確かさを確認する活動】報告

株式会社 永田パン

ＧＣ「ミニクリームパン」

2019年度から取り組んでいる「グリーンコープ商品の確かさを確認する活動」は、組合員がメーカー
を訪問し、商品が仕様書通りに作られているかを確認すると共に、製造現場の皆さんに組合
員の思いを伝え、またメーカーの皆さんの努力や苦労を知る目的で行っています。
2021年度はコロナ禍の影響を受け、長くメーカー訪問を自粛していましたが、10月13日
（水）
、人数制限のかかる中、県央西地域本部から５人の組合員が、㈱永田パン
（熊本市北区貢
町）
へ出向き、ＧＣ「ミニクリームパン」の製造工程を視察しました。
「特別注視確認書」を組
合員が読み上げ、メーカーの担当者と確認しましたので、その内容を含め、参加者の感想をお届けします。

グリーンコープ商品を作っているところを初
めて見ました。大きな機械の力が入っているも
のの、原材料と作り方とも愛情を込めて作られ
ていて、
「家庭で作るのと同じだな」と思いま
した。
工場内では一般向け商品も作っていますが、
グリーンコープ向け商品を先に作ること、工場
内の打ち粉は全てグリーンコープ仕様とするこ
とで、万が一の間違いを防ぐ対策がとられてい
ました。原材料の保管庫は誰が見ても分かるよ
うに「グリーンコープ」と明記され、原材料の
小麦粉の大きな袋にもグリーンコープ用と分か
る表示がなされていました。安心してこれから
も注文していきたいと思いました。

コロナ禍の中、受け入れてくださったことに、
まず感謝です。
異物が混入しない対策をしっかりされていた
し、今後も工場内を工事される予定とのことで、
さらに強化されることに期待が持てました。
クリームが外注のものと知り、中身が大丈夫
かと心配しましたが、３次原料までさかのぼっ
てしっかりと確認されたものが使用されている
ことがわかり、こちらも安心できました。

2021年９月にスタートしたＧＣ菓子パン１袋につき＋３円の課金は「グリーンコープこども基金」
の財源となっています。皆さんがＧＣ菓子パンを購入することで、子どもたちの支援へとつながります
ので、今後とも安心・安全でおいしいＧＣ菓子パンを食べて、ぜひご協力ください。
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ネグロスセミナー in くまもと「民衆交易ってなあに」報告
11月19日（金）にグリーンコープ共同体顧問の大橋成子さんとＡＰＬＡの寺田俊さんを講師にお招き
し、オンラインにて学習会「ネグロスセミナー in くまもと『民衆交易ってなあに』
」を開催しました。
（53人参加）
今から36年前の1985年、フィリピン・ネグロス島で大規模な飢餓が発生しました。世界的な砂糖
の価格の大暴落を受けて、プランテーションの地主が農園を閉めてしまい、砂糖労働者が仕事を失っ
たために起こった人為的な飢餓でした。
「紙袋のように軽い子どもたち」を目の当た
ゴミ箱
りにした先輩組合員が支援のために立ち上がったことから、ネグロスの人々との
「民衆交易」が始まりました。マスコバド糖やバナナから始まった「民衆交易」
は、コーヒーやチョコレート、エコシュリンプやオリーブオイルなど、アジア
各地へ広がりを見せています。
毎年取り組んでいる「from ネグロス・クリスマス
カンパ」で集まったカンパ金は、半分はＡＰＬＡを通し
て海外支援活動に、半分はグリーンコープが直接ネグ
ロスを支援していく活動に活かしています。インドネ
シアでは、エビ養殖池の環境を守るために、各家庭に
ゴミ箱を設置し家庭ゴミ回収の仕組みづくりに、ネグ
ロスでは経済的に厳しい若者が循環型農業の研修に参加する費用に活かされています。
毎年開催している学習会ですが、
「民衆交易」のすばらしさとネグロスやアジア各地の人々との共
生・連帯に心を打たれます。
私たちが民衆交易品を利用することで、現地の人々の生活を支えることができます。共に支え合う
関係を今後も続けていけるよう、民衆交易品のご利用をよろしくお願いします！

マスコバド糖

グリーンコープの民衆交易品

お料理のコク
として。
お菓子作りに
ぴったり！

チョコラ デ パプア
原料を日本に
持ってきて
作っています。

東ティモール
コーヒー
酸味と苦味のバラ
ンスが良い。ラテ
にすると good！

（ネグロス）バナナ
ジュースやパンに。
香りがとても
いい♥

エコシュリンプ
加熱しても縮まな
い。殻で出汁を
とってスープ
に♪

カカオキタ
パプア
チョコレート

現地の人々が現
地で作っています。
材料がシンプルで
本格派！

民衆交易品を使った簡単おやつのレシピ
民衆交易品を使った手作りおやつを作ってみませんか？
ネグロスバナナを使ったバナナケーキを紹介します♪
とってもいい香りでおいしいので、ぜひ皆さんも作ってみてください。
混ぜるだけ、失敗無しの簡単ケーキですよ☆
材料
①ネグロスバナナ ２本（つぶす）
②ホワイトソフトマーガリン 80ｇ
③産直たまご ２個
④マスコバド糖 60ｇ
⑤ホットケーキミックス 200ｇ
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作り方
材料の①から順番にボールに入れて、その都度混ぜる。
型に入れて、180℃に予熱したオーブンで30分～40分焼く。
オーブンや型によって違いがあるので、焼き色を見ながら
焼き時間は調節してください。
ぜひ作ってみてね～♪2

県央東地域本部の地域に向けた取り組み報告
「子どもの居場所」は、グリーンコープがこれから積極的に取り組みを進める大切な課題です。また、
「ＳＤＧｓ」（持続可能な開発目標）は、グリーンコープがこれまで進めてきた、グリーンコープ運動そ
のもの。県央東地域本部では、このような取り組みについて地域にアピールする機会を得ました。
10月30日（土）にオープンした「三里木げんきもりもりハウス」と、11月４日
（木）に熊本市北区の楠
中学校から依頼を受けて開催した「グリーンコープが取り組むＳＤＧｓ」学習会について、株元知子地
域理事長より報告します。

「三里木げんきもりもりハウス」オープン！
10月30日
（土）
、くまもとで２ヶ所目となる子どもの居場所「三
里木げんきもりもりハウス」がオープンしました。場所はＪＲ三里木
駅の近く「三里木キープ＆ショップ」に併設された「地域交流室」で、
裏には「有料老人ホームみどり」もあるグリーンコープの複合施設
「にこにこ三里木」の一角になります。
開設初日は近所の小学生や組合員の親子な
ど10人ほどが遊びに来て、宿題やボードゲー
ムなどをして思い思いに過ごしていました。
オープンに先立ち、近くの菊陽西小学校に
子どもを通わせる保護者でもある、すぎなみ地区運営委員と挨拶に伺いまし
た。校長先生からは「地域で学校と共に子どもたちを見守っていただけるの
は大変ありがたい。子どもたちが安心して過ごせる居場所を作ってもらえる
ことを希望します」と、お言葉をいただきました。
今後、地域の方々や子どもたちに楽しく過ごせる居場所として広がってい 毎月第３土曜日の13時～16時
くことを願います。
にお待ちしていまーす♪

「グリーンコープのＳＤＧｓについての学習会」
今回、楠中学校はじめ、校区内の保育園の先生方など40人を
前に「グリーンコープが取り組む SＤＧｓ」と題した学習会を
行う機会をいただけたことをとても感謝しています。グリーン
コープが実践している活動や運動について、
「SＤＧｓ17の目標」
のどれに当てはまるかを確認しながら話しました。産直びん牛
乳の話やファイバーリサイクル、４Ｒのことなど、先生方も熱
心に聞いてくださり、質問も積極的にしていただきました。
「母親が利用していたので、グリーンコープのことは知って
いましたが、こんなに色々な取り組みをしていることに驚きま
した。身近なことが SＤＧｓに繋がることが分かり、生徒たち
と共に学び、積極的に取り組んでいこうと思います」との感想
をいただきました。
熊本日日新聞社をはじめ、民放テレビ各局に取材に来ていた
だき、紙面やニュースで取り上げてもらったことで、改めて注
目度の高さを感じます。今後は「グリーンコープが取り組む
SＤＧｓ」に繋がる活動についてもっとアピールしていき、先生
方とも協力して生徒の皆さんに向けた学習会などもやっていけ
たらと思います。
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グリーンコープ生協くまもと20周年記念企画

20周年記念

組合員アンケート

産直若鶏手羽先
グリルで焼いて塩こしょうをふりか
けるだけで、おいしく食べられます。
私が仕事で遅くなる時は、夫が自分で焼いていま
す。ペットの犬と一緒に仲良く晩酌をしています。
味付けしていないところを犬に分けてあげている
ようで、いつも夫の横から離れません。

（まめすけさん）

和風万能うまかたれ

少し値段が高いなと思いながら安全性を重視し
て注文したのが最初でした。食べてみると果汁が
口にジュワーと広がって甘いこと！それ以来、大
ファンになり、市販のりんごが買えなくなりまし
た。りんごだけは、やっぱりグリーンコープのり
んごしかないです。
（あーちゃんさん）

かつおパック
香りがとてもいい。それに気付いたのはうちの
猫でした。市販のかつおパックは見向きもしない
のにグリーンコープのかつおパックは封を開ける
とほしがって騒ぐのです。比べると味も香りも全
く違いました。（ひなのママさん）
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もの嫌いすることも無し品揃い

産直りんご

グリーンコープは安心・安全

とにかくおいしいです。６切入っているので、
私は１人暮らしの老人ですが、近くに娘や孫がい
るので、ティータイムにみんなを呼んで、紅茶を
いれて、みんなでいただいています。とても幸せ
なひとときです。

（県央東地域本部の

レアチーズケーキ（冷凍）

以前は体中がかゆくて背中にもブツ
ブツがいっぱいできていました。もとも
とアレルギー体質なのですが、生協に出
合って粉せっけんに変えました。みるみ
るうちにブツブツもよくなり、かゆみも
すっかりなくなりました。後日、液体のせっ
けんが販売になり、それ以来ずっと無香料
を使っています。最近はにおいの強いもの
が多くなり、バスに乗っても苦しいです。周
りがもっと自然になればと願っています。ア
トピーの友人にも勧めています。環境にも
やさしいせっけんですから、皆さんせっけ
んを使っていただきたいです。
（ぷうさん）

組合員より届いた短歌）

妻が病気で私が料理しています。魚の煮つ
けが大好きで、妻に習いながら作っていまし
たが「うまかたれ」を見つけて使ってみたら
上手にできましたし、手間暇がかかりません
し、妻も「うまかぁ」と言って食べてくれます。
「ブ
リ大根」が大好きで、笑顔で食べてくれるのを見
ると心が癒されます。最初は大根だけだったけど、
「なすび」
「卵」なども入れるようになりました。時
には弟にもおすそ分けをしています。大変喜んで
おります。（エースのショウさん）

無香料お洗濯のしゃぼん液体

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！

九州産冬採り人参ジュース
乾燥時期になると唇がカサカサ。酷くなると
割れて血が出ることもあり、母が人参、りんご、
レモンをしぼって作ってくれていました。野菜
かすや後片付けも大変。かつコストもかかる…
（涙）。冬になると人参ジュースが欠かせなかっ
たのですが、グリーンコープの人参ジュースと
出合い、飲みやすく手間もかからない。何より
これを飲んでいると唇のカサカサがなくリッ
プクリームがいらなくなりました（笑）。マス
クをして一層カサつくかと思いきや、いまだ
リップクリームがいりません（喜）。（個人の感
想ですが…）（あーちゃんさん）

グリーンコープ生協くまもと20周年を記念する取り組み

焼きずのり徳用
買い始めた当初、切らした時に市販で買ったら
味が全然違うというか「のり」の味がほとんどし
なかった。舌がグリーンコープの「のり」の味し
か受け付けないようです。今回、調べてもらった
ら長女が生まれる半年前に加入していました。ま
さに子ども３人グリーンコープと一緒に育ちまし
た。この「のり」で握ったおにぎりが
大好きでした。子どもの頃は時々「の
り」だけを食べることもありました。
その子も28歳、25歳、21歳になります。

（ぱぴぃままさん）

クリームシチュー
（ルゥ）
店で売られている商品のルゥとは違って、格別
のおいしさです。家族みんな大好きで、かぼちゃ
シチューにすると、とってもとろみ
が出てより一層おいしくなります。

「組合員プレゼント」
。昨年11月に応募用紙を配布し、アン
ケートにもご協力いただきました。
プレゼントの応募とともに届いた、大好きなグリーン
コープ商品への熱い思いをどーんとご紹介します。

ホワイトソフトマーガリン
食パンが好きで毎日食べていました。たまたま
ホワイトソフトマーガリンを知人にもらって食べ
てから、もう何年もコレしか食べられません。ホ
ワイトソフトマーガリンに勝るマーガリンは絶対
ありませんね。正直、ホワイトソフトマーガリン
を食べるために食パンを食べてますよ。
アンケートもホワイトソフトマーガリ
ン愛を伝えたくて書きました。

ぎょうざの皮
近所のスーパーで探しても全く売っていなかっ
た、
国産小麦100％のぎょうざの皮。グリーンコー
プのカタログで見つけて飛び上がるほど嬉しく、
早速注文しました！届くのが楽しみです。
すばらしい商品を本当にありがとうござ
います。
（カネコさん）

あまくち国産丸大豆醤油
（松合）
醤油は、この辺りでも醤油屋さんがあり
ますが、塩からくもなく甘みとこくが飽き
ません。我が家では手放せません。

レンジでチキンナゲット
（チーズ）
グリーンコープのナゲットはレベルが違い
ます。本当に他店と比べてもクオリティが高
いし、外はサクサク中はジューシーです。そ
の中でチーズナゲットはナゲット１つにチー
ズが満遍なく入っているし、食べた時にチー
ズがトロリと出て絶品です。チラシに出てい
たらすぐ注文します。このクオリティの高さ
なのにお値段もお手頃です。ぜひ、
ビギナーの方には試していただき
たい１品です。
（あっちゃんさん）

国産野菜とひじきの肉入りだんご
うちでは子どもがお弁当に入れてほしいおかず
№１です！袋から取り出し、レンチンのみ。冷凍
保存でお手軽。かさばらないので、いつも買いだ
めします。味も◎、栄養◎で、親子で大満足です。
（ちょもさん）

ローストビーフ
子どもがグリーンコープのローストビーフが１
番おいしいと言います。シンプルな味付けですが
食べ応えもあります。ちょっと特別な日用にいつ
もストックしています。（かめあみさん）

産直肉類
（牛、豚、鶏）
グリーンコープの鶏肉が切れた時
（我が家で）
、スーパーで買って間に合わせたの
ですが、その当時中学生だった娘が、「あっ、今
日の肉はグリーンコープのじゃないでしょう」
と食べてすぐ言ったのにはびっくりしたのを思
い出します。とにかく、肉類、卵、豆腐はスーパー
では買いません。（武蔵ヶ丘のＨＫですさん）

※ペンネームの記載がない方のコメントは無記名で紹介しています。 次号（３月号）ではランキング形式でアンケート集計結果をお伝えします。なお、プレゼント当選者の発表は、発送をもって代えさせていただきます。
（２月上旬に発送済み）

4

切
参加申込締 ）
月
（
２月28日

一般財団法人グリーンコープ生協くまもと福祉活動組合員基金

2022年度 助成申請説明会を開催します

♥らくらく家計簿クラブ
♥シニア家計簿クラブ

10

3

10

4

6 5

サークル員大募集！ 家計簿クラブ
シニア

日時：３月20日（日）しみず店りすの部屋／21日
（月）本部／24日
（木）県南センター （10時～17時）
問い合わせ先：グリーンコープ西部センター 一般社団法人ハピネス 内田 ☎096（324）7908
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15

労働協同組合たすけ
あいワーカーズひと
つ 生活介護事業所
ちなむ 管理者

石田 純子

SDGs な未来を創るために「グリーンコープでんき」を選びませんか
2022年２月より、グリーンコープ生協くまもとの「でんき」を担当させていただき
ます、高田宰（たかだつかさ）と申します。
「グリーンコープでんき」をたくさんの組
合員さんへお伝えし、広げたいと考えております。どうぞ宜しくお願いします。
誰もが地球の自然環境を守りたいと思っています。グリーンコープでは、2015年に
国連が提唱した「ＳＤＧｓ」
（持続可能な開発目標）の「７．エネルギーをみんなに そし
てクリーンに」「12．つくる責任 つかう責任」「13．気候変動に具体的な対策を」が、
「グリーンコープでんき」としてカタチになりました。
ＳＤＧｓな未来を創るために「グリーンコープでんき」を選びませんか。
「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

1/26現在

目標

123,674,000円
316,533,186円

1/27現在
2021年度目標

734件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

パラマウント・ワーカーズ・コープ 足と靴の相談・販売会のご案内

こんにちは！ ワーカーズ
です

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

申込締切 : ３月４日
（金）… ２月14日週に募集チラシが配布されています。
概ね50歳以上の方を
• 家計に関する情報交換や将来の話などができる自主サークルです。
対象に新たに
• 毎月１回、家計簿を持ち寄って集まります（家計簿を見せ合うことはしません）
スタート！
• 年３回、ファイナンシャルプランナーによる「お金の学習会」を開催します。
• 会費は半年500円です（会場費・お茶代）
★託児はありませんので、お子さんも一緒に参加してください。 ★組合員でない方の参加もＯＫ！
★申し込みは１人でもＯＫ！お友だちを誘って３人以上のグループでの申し込みも大歓迎です♪
★オンラインでの開催も可能です。 ★サークルの運営は「ＦＰ円縁」がサポートします。
問い合わせ：本部組合員事務局 津川 ☎096（324）8145 （月～金 10時～16時）
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地域理事
県南地域本部

✳

構成メンバー５人以上、過半数が組合員であること。
代表者および申請者は組合員であること。
※尚、構成メンバーが他の申請サークルにも重複して所属して
いる場合は助成の対象となりません。
活動報告…年度終了後に活動報告書を提出していただきます。

お知らせ

◦助成決定は、 月理事会です。
◦助成金振込は 月次となります。
◦申込書類の請求先：本部組合員
事務局 児玉
☎０９６（３２４）８１４５
午前 時～午後 時（月～金）
◦電話での助成申請書類の請求締
切日は、 月 日（木）です。

✳クル活動を行うことを推進します。
組合員が自発的に同じ思いを持つ仲間とグループを作り、サー
✳により、グリーンコープ運動の広がりを作ります。
その活動の目的や内容がグリーンコープ運動の理念に沿うこと
✳をとることで、地域にグリーンコープ運動の広がりを作ります。
地域でのサークル活動とグリーンコープがコミュニケーション
✳✳助成額……１サークル３万円
✳助成団体数……20団体
助成条件…活動がグリーンコープ運動の理念と合致すること。
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野間 京子

地域サークルは、子育てや福祉、環境などのテーマで、組合員やその仲間が集い、問題意識
を持って活動する自主サークルです。グリーンコープは地域サークルという「協同の形」を応
援します。

90

専業主婦をしながら、なんだか
むなしい毎日を送っていました。
配達の方から「こういう働き方も
あるよ」とのお誘いに「エイヤ！」
と面接を受けることにしました。
「 資 格 が な く て も 大 丈 夫 よ。 勉 強
したかったら助成もあるよ」と聞
き、優しい先輩たちと「ゆるりの
家」で働きながら、ヘルパー資格
を取りました。介護福祉士や、ケ
アマネジャーの資格も取ることが
でき、助成もしていただきました。
えみ
「 ひ と つ 」 の 前 身「 笑 」 の 仲 間 と
障がい者支援施設を立ち上げるこ
とになり、サービス管理責任者と
して勤務、現在は管理者をしてい
ます。 年前は想像もできないこ
とでした。自分らしく生きる機会
をくれたグリーンコープと仲間に
感謝の気持ちでいっぱいです。最
初の一歩「エイヤ！」はとても勇
気のいることでしたが、思いきっ
てよかったと思います。私は今、
私らしく人生を歩んでいます。

2022年度 地域サークル助成団体募集

72

グリーンコープと我が家の歴史

60 30

助成申請資格

４

◆申請者がグリーンコープ生協くまも
との組合員で、福祉活動組合員基金
を拠出していること。
◆地域における地域福祉や、たすけあ
いの活動をされている組合員個人、
および組合員が主宰する、もしくは
組合員が多数所属している団体であ
ること。

助成金額

１回の申請金額の上限は 万円です。
◆１団体への助成金総額は 万円迄で、
助成できる回数は 回迄です。

－

助成審査

30

5

◆福祉活動組合員基金運用委員会にお
いて書類審査および視察面談を行い、
助成の可否を決定します。
※１年以上の活動実績があり、将来的
な活動の見通しがあることも、審査
の際の参考とさせていただきます。

２

９

参加申込受付

10

◆電話で申し込みを受け付けます。
☎０９６（３２４）８１４３
午前 時～午後 時（月～金）

５

（福祉活動組合員基金事務局 沖仲・北島）

助成申請説明会
日時： 月 日（土） 時 分から
（１時間～１時間半程度）
場所：グリーンコープ生協くまもと
本部会議室
助成内容条件
助成目的
熊本市西区新土河原 丁目１ １
※当日の検温、マスク着用、手洗い、
※
福祉活動組合員基金と地域サークルの助成申請
うがいの実施をお願いします。
は重ねての申し込みはできません。
３

◆

グリーンコープと私の出会いは、
「小さい子ども２人連れての買い
物は大変なので」と、知り合いか
ら紹介されて始まりました。
グリーンコープの牛乳は子ども
が「おいしい」と言って、よく飲
んでくれました。その頃はグリー
ンコープの牛乳のことは、まだ私
もよく解らず、ただおいしいだけ
で注文していました。まだ ℃
秒殺菌で紙パックだったのを覚え
ています。それからやがて ℃
秒殺菌のびん牛乳に変わり、ます
ますおいしいグリーンコープ牛乳
になりました。
ここ数年は、我が家は夫婦２人
になり、注文も少なくなりました
が、 今 度 は お 嫁 さ ん に グ リ ー ン
コープを伝えることができ、孫が
牛乳を飲んでくれています。
これからも、グリーンコー
プが続くことを願う、今日
この頃です。

わたしとグリーンコープ

グリーンコープでは、一人ひとりが参加し、みんなで支え合う参加型地域福祉を
進めていくために、福祉活動組合員基金（100円基金）に取り組んでいます。当基
金の2022年度の助成申請説明会を開催します。申請を予定されている方は、説明
会に必ずご参加ください。※以前に助成を受けた組合員個人・団体で助成から20
年以上経過したものについては新たに申請ができます。

高田 宰

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
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夢ヲかたちに

グリーンコープの福祉

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

「ゆるりの家・荒尾」

2005年に開所した「ゆるりの家・荒尾」
。15年以上の実績は、地域の方々に
寄り添ったデイサービスセンターとして信頼を得ています。
「老いても、身体が
不自由になっても、住み慣れた我が家で暮らしたい」という利用者さんの気持ち
を大切にして取り組まれている様子を、管理者の内野美保さんと「ケアプランセ
ンター荒玉」のケアマネジャー須賀五月さんに伺いました。
〈11月12日
（金）
取材〉

↓

６ロール入り
トイレットペーパー

16,116袋分
どんどんカタログを出しましょう

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

利用者の方へのきめ細かな対応は、利用時間の柔軟性にもあります。朝３時間
遅くお迎えに行き、帰る時間をその分遅くして、夕食まで食べて帰ることや、緊
急なお泊りの利用など、できるだけ利用者の希望が叶えられるような対応をされ
ていて、とても好評です。要介護５の利用者も５～６人いらっしゃって、その中
にはＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で入院されていた方が、
「ぜひ自宅で過ごした
い」と退院されて、毎日「ゆるりの家・荒尾」を利用しておられるということで
した。家族の方は「
『ゆるりの家』だと安心して任せられる」と、退
院しての在宅生活を選択されたそうです。
「ご利用者のためにできる
だけの支援をしたい」という内野さん。スタッフの皆さん方も同じ想
ゆるりの家・
いで、本当の家族のような対応でお世話されている様子が印象的でした。 荒尾ホーム

48,350㎏

みなさんからのおたより 待ってまーす！

広々としたデイルーム

回収した
カタログの重さ

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♪

荒尾店と棟続きの「ゆるりの家・荒尾」

「ゆるりの家・ 「ケアプラン
荒尾」管理者 センター荒玉」
内野さん
須賀さん

64.2％
64.2
％

皆皆

「ゆるりの家・荒尾」は、
「グリーンコープ荒尾店」と同じ敷地内で、棟続きの
建物の中にあります。間口は狭いですが、利用定員数26人のかなり大きな事業
所です。サービス提供地域は大牟田市、荒尾市、玉名市で、2021年11月現在の
登録者は38人です。
この事業所の特長は、
同じ敷地内にケアプランセンターがあり、
ケアマネジャー
とデイサービスセンターが連携して、利用者の方にきめ細かな対応ができるとこ
ろです。グリーンコープの店舗を利用して、買い物などの機能訓練ができるとい
うのも大きな利点です。利用者が夕方自宅に帰られる前に、店舗のお総菜を購入
されることもあるとのことでした。

１2月分

（ゆるりの家・荒尾 ☎0968-65-9811 ケアプランセンター荒玉 ☎0968-65-9812） ページ

春が近づくと
桜の開花が楽し
みになる。スイ
センの凛とした
姿と優しい香り
に始まり、これから、ユキヤ
ナ ギ や レ ン ギ ョ ウ、 チ ュ ー
リップ、サクラソウ、ツツジ
などあちらこちらの庭が優し
い色であふれていく。
春は卒業とスタートの季
節、私も以前勤務していた事
務所に変わることになった。
新しい出会いを楽しみに、心
機一転、頑張っていこうと思
う。楽しく組合員事務局生活
を送れればいいなと思ってい
（菊川）
る。 

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
12,974名
編 集／広報室
■県央東地域本部
26,953名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,658名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,577名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
65,162名
FAX 096-324-8123
（１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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