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グリーンコープ生協
くまもと
理事長 髙濱 千夏

この４月からグリーンコープ生協くまもとは
西地域本部と東地域本部の２地域本部体制がス
タートします。登録組合員が６万５千人を超え、
グリーンコープ生協くまもと理事会で決定した
上でグリーンコープ運動を進めていくには規模
が大きくなったため、２地域本部体制をとりま
す。西地域理事会（現県北地域理事会・県央西
地域理事会・県南地域理事会）と東地域理事会
（現県央東地域理事会）それぞれが、一つのく
まもと理事会のように決定権を有し、より地域
に近いところで組合員が活き活きと組合員活動
に取り組むことを目指しています。特に西地域
本部では活動エリアが広範囲に広がるため、県
内８ヶ所の配送センターごとに地域委員会を新
設し、組合員だけでなく、ワーカーズ・職員と
ともに、グリーンコープ運動を地域へ広げる検
討の場を持ち、横の連携を深め、力を合わせて

また、ワーカーズとともに、災害支援活動や

組合員・活動組合員ともに

との体制強化へつながり、

グリーンコープ生協くまも

今回の２地域本部化が、

を歩み出すことができました。

ださるワーカーズがいるからこそ、新たな一歩

取り、実現に向けてともに考え、取り組んでく

らこそ実現しました。組合員の夢や想いをくみ

まもとのワーカーズ体制が豊かに整ってきたか

な大きな体制の変化は、グリーンコープ生協く

深められるように考えていきました。このよう

く体制を目指し、ワーカーズ・職員との連携を

討を進めてきました。大きく連帯し、小さく動

この新体制となるまで、２年ほど組合員で検

討を進めていきます。

れ、組合員の「夢ヲかたちに」できるように検

地域福祉について、一人ひとりの想いが活かさ

ンの策定に取り組み、地域が必要とされている

の策定から２年。くまもと独自のマスタープラ

域理事会で開催します。「第二次夢ヲかたちに」

検討・決定する「夢ヲかたちに理事会」を各地

高齢の組合員への対応など、地域福祉について

４月から２地域本部体制でスタートします！

増えていくことを願っています。

♥

♥

地域がより豊かになるように取り組んでいき
ます。

♥

3月21日
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福祉委員会
福祉講演会

「誰もが安心して心豊かに暮らせる地域づくり」について
グリーンコープは「住んでる街を、住みたい街に」していくため、生活者の
視点で地域に本当に必要な福祉を追求し続けています。そのために、
「夢ヲか
たちに」の下、私たちにできる地域づくりを考えて、今日に至っています。
２０２１年１２月１７日（金）、熊本市北区植木町にあるカフェ型保健室「しらかば」
代表の工藤明美さんを講師に迎え、オンラインにて福祉講演会を行いました。
これからのグリーンコープの地域福祉を考えていくにあたって、たくさんの
ヒントや気づきをもらうことができま
した。
カフェ型保健室「しらかば」ができ
たのは、
「介護保険に認定されん者は、
どこにも行く場所がなか～。家族は仕
事に行っておらんし、友だちは死んで
しまったし、公民館に行っても、
『な
んしに来たな～？』と言われるし…」
という高齢者の方の相談がきっかけで
した。介護保険外、つまり制度の隙間
にいる方の声から生まれました。めざ
すところは、「仲間として共感が生ま
れ、助け合い、広がる場所」とされて
いて、学びの場や居場所として地域の
人材を活かした活動をされています。
地域の人材を活かすことで、その方の
生きがいにつながったお話がありまし
た。

当日の資料より ↑

★ 参加者の感想 ★
生きがいを持って楽しく過ごせる居場所はこれからもっと
必要になると思いました。また、人とのつながりの大切さを
再認識できました。
公的な支援の隙間にいる人々の多さに驚きました。そう
いった方々の拠り所になる居場所の大切さを改めて感じました。
ただ居場所というだけでなく、そこでの役割があり生きが
いにつながるのは、とても重要で素敵なことだと思いました。

★ 居場所づくりのプロセス ★
こんな場所をつくりたい！とい
う「おもい」
・
「おもい」を具体的に

自分でやりたい方向性を意識
・事業化する？
・ボランティアベース？

きっかけと解決したいこと
・きっかけは？
・どんな状況を解決したかっ
たのか？
・そのために何がしたいのか

誰もが集えて、言いたいことが言い合えて、行くと心が休
まりほっとする、やさしい場所が地域にたくさんあればいいと思いました。
工藤さんの活動は日常では体験することができない内容で、
その実践に大変感動しました。
カフェ
型保健室「しらかば」は、ほっと一息つけるとてもあたたかな居場所でした。
一人ひとりが役割を持って、一つのことをつくり上げていくということに気づかされました。講
演の中でたくさんのヒント・アドバイスをいただきました。
地域の居場所づくりについて、その地域でどんな場所が求められているのか、ニーズを聞き取り
していくことが大事だと思いました。
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熊本県における地域の見守り活動に関する

「熊本見守り応援隊」協定を締結！

１月13日（木）
於：熊本県庁

熊本県は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続
けることができることを目指して、一人暮らしの高齢者
など地域の中で支援が必要と思われる世帯や子どもたち
の安全などを見守るため、民間事業者と関係機関が積極
的に協力し、地域住民のちょっとした異変に対して対応
ができるようなネットワークをつくることを目的に、関
係機関と民間事業者とで「熊本見守り応援隊」協定を締
結しています。2011年より、これまで20の事業所が
協定を締結していて、グリーンコープ生協くまもとは21番目の事業所
となりました。
「熊本見守り応援隊」の主な役割は、〔民間事業者（グリーンコープ生
協くまもと）が日常の業務の中で、地域住民に関して何らかの異変を察
知した場合、地域の社会福祉協議会、または、緊急の場合は警察署に連
絡・通報する。⇒ 市町村社会福祉協議会は、民間事業者からの連絡を受け、担当の民生委員など
に連絡し、見守りへの協力を求める。⇒ 民生委員・児童委員は、地域の社会福祉協議会から連絡
を受け、対象世帯を訪問し、安全を確認する。⇒ 各警察署などは、民間事業者からの連絡を受け、
所要の警察活動を行う。⇒ 熊本県社会福祉協議会・熊本県民生委員児童委員協議会・熊本県警察
本部は、各々の関係機関などに対して協定の趣旨を周知し、取り組みの円滑な実現を支援する。⇒
熊本県は、上述に加えて、県内の各地域間のネットワークの構築を支援する。〕です。
協定締結書にそれぞれの団体代表者が署名を済ませた後、グリーンコープ生協くまもとの髙濱千
夏理事長は挨拶の中で、「この度の協定を結ぶきっかけになったのは、配達時に組合員が自宅で倒
れていたことが実際にあったからです。また、毎週ご注文の商品をお届けするからこそ気づける注
文内容の偏りなど小さな異変について、配達現場から『どこに相談すればいいの？』との相談もあ
りました。組合員で話し合い『今できることとして、ご高齢の組合員のご家族の連絡先を、ご自宅
以外の緊急連絡先として登録していただくのはどうか？』ということで、さっそく取り組むことに
しました。配達やお店など、直接お顔を合わせる機会が多いので、今後も見守り活動を通じて、安
心してご自宅での生活が続けられるように、しっかりと支えていきたいと思います」と話しました。

あなたも「見守り緊急連絡先」を
登録しませんか？
カタログＧＲＥＥＮ４６号で配布したチラシ、ご覧いただきましたか？表面に「も
しもの時のおまもりに あなたも連絡先の登録をしませんか？」と大きく書い
てあります。裏面は「見守り緊急連絡先の登録用紙」で、必要
事項を記入後、必ず封筒に入れて配達担当者へ渡
していただくようになっています。締め切り日
はありません。いつでも登録可能です。
見守り対象の組合員に異変を感じたら、事前に
登録いただいた緊急連絡先の方（組合員ではない
方でも県外にお住まいの方でも可）や、担当のケ
アマネジャー、また、市町村の社会福祉協議会や
警察などの関係各所に連絡を入れさせていただきま
す。詳しくは配達区域の各センターへお問い合わせ
ください。

１月24日週に配布された
チ ラ シ の 表 裏。 お 手 元 に
残っていなければ、配達担
当者にご連絡を。
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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

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周年を記念して、グリーンコープ運動を続けてき

人気ランキング

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て
きました。今号で最終回！人気ランキングを発表します♪

ホワイトソフトマーガリン…27票

産直びん牛乳…123票

トーストにぬって食べると、やさしいおいしさが口いっぱ
いに広がって香りもよいし、他のマーガリンは使えません。

（ノンホモ・パスチャライズ）
この年齢（74歳）になって初めて牛乳が飲め
るようになりました。娘から勧められて組合員
になりましたが、牛乳のよさは聞いて
おりました。しかし、飲めるとは思っ
ていませんでした。主人共々、毎朝飲
んでいます。加入してよかったぁ！

くまもとの20周年を記念する
取り組みの一つ、「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、「大好きなおすすめ商品」

人気ランキング

60年以上前の、私が３～４歳の頃、高齢の祖母が鶏を飼って
いました。祖母は、よくゆで卵や生卵を食べさせてくれていま
した。祖母が亡くなった後は食べられなくなってしまいました
が、幼少の頃に食べた卵の味は今もはっきりと覚えています。
あの頃の卵がまた食べられたらいいと常々
思っていました。グリーンコープを利用し
始めて、初めて卵を口にして驚きました。祖母と再会できたよう
な気がして涙しました。グリーンコープの卵は私にとって大切で、
絶対必要な商品です。
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トマトケチャップ…22票
とにかくおいしい !! いつまでもずっと食べていられるほど !!
甘味とスパイスのバランスが絶妙で新鮮さを感じさせてくれる。

あじわいのあらびきウインナー…17票
毎週予約をして切らさないようにしている商品です。県外に住んでい
ひと
る息子が店舗までわざわざ買いに行った一品でもあります。

生ハンバーグ…15票
常備しておけば、おかずを考えたくない時、時間が
ない時などに便利。

産直豚肉…40票

No.11（９票）～ No.20（６票）

おいしい！豆乳の香りがする。品質がいいのに価格
が安い。デパートの価格にびっくり。安心。

おすすめポイントやエピソードを抜粋してご紹介します。

産直たまご…121票

豚カタスライスは脂身が少なく、冷蔵。
おまけに１番安い。毎週、必ず注文をし
ています。急いでいる時でもパパっと使
えてとても利用し
やすく、どの料理
にでも使用できる
のが１番です。

もめん豆腐・絹ごし豆腐…24票

食パン（北海道産小麦）…11票

豚モモブロック
は安心・安全、う
ま～い！価格も安
い！手頃です。焼
き豚にしていただいています。圧力鍋
であっという間に調理できます。料理
の応用範囲が多くあります。

No.21（５票）
～ No.25（４票）

いつも1.3斤で配達されますが８～9枚に切り、冷凍で１週間くらい
大丈夫で毎朝いただいています。他の市販品より、このパンが１番気に
入っています。

焼きずのり徳用…10票

お気に入り
商品はあった
かな ?

きずのりとは思えない程きれいで、リーズナブル。
パリパリとしていておいしい !!

No.25（４票）
～ No.38（３票）

シングルトイレットペーパー

産直りんご

ちくわ４本組

麦若みそ

産直赤とんぼ米

元気な卵のマヨネーズ

てりやきミートボール

国産さばの南蛮漬

冷凍鹿児島黒豚生餃子

産直わが家風カフェミルク

絹厚揚げ

南の島の完熟マンゴー

プレーンヨーグルト

エコシュリンプ

北海道産小麦粉（強力）

なめらか豆腐

和風万能うまかたれ

産直豚肩ロース塩麴漬け

玉ねぎ黒酢ドレッシング

産直若鶏モモ

産直人参

すずまる小粒納豆

産直若鶏ムネ

食塩無添加ミックスナッツ

奄美きびさとう

ロースハムスライス

ローストビーフ

産直民衆交易（ネグロス）バナナ

生クリーム

レンジでごぼうの甘辛揚げ

No.38（３票）
～ No.38（３票）
レアチーズケーキ（冷凍）
松前漬け（数の子入り）
ひじき入り白和え（冷凍）
産直ベビーリーフ
冷凍米粉のもちもちミニチヂ三
おさかなソーセージ（ミニ）
合わせこだわりみそ（カップ入り）
阿蘇の伏流水をつかった絹豆腐
ホットケーキミックス
乾燥米こうじ
産直牛の牛肉コロッケ
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2021年度 遺伝子組み換え作物反対運動のまとめ

2021年春にゲノム編集トマト「シシリアンルージュハイギャバ」のネット販売を始めたパイオニア
エコサイエンス社の営業所が菊陽町にあるので、グリーンコープ生協くまもととして、パイオニアエコ
サイエンス社に宛て、県内のどこで栽培されているのか、なぜ熊本県で最初に栽培したのか、栽培方法
は露地か施設栽培か、県内のスーパーなどでの販売の有無、福祉施設や学校などへの苗の提供について
尋ねる質問状を届け、後日、以下の内容で回答が届きました。食の安全を守るため、グリーンコープは、
これからもゲノム編集食品への反対運動を続けていきます。
【パイオニアエコサイエンス社からの回答】「栽培場所について…園芸種子部西日本事業所が熊本県に
あり、適切な栽培管理を行うため契約農業法人とのコミュニケーションを考え、栽培地として熊本県内
を選びました。詳細につきましては場所の特定による風評被害や盗難対策のため、公表は控えます。栽
培方法について…ハウスの養液栽培をしております。今後の方針について…青果の販売については
2021年９月よりオンラインでの取り扱いを開始しており、熊本に限らず全国の方々へ直接お届けして
おります。現在のところ、スーパーマーケットといった小売店での販売の予定はございません。また、
福祉施設へは園芸セラピーとしての資材、教育機関へは科学教育や食育の教材として提供予定です」

その他の取り組み

一般社団法人 ハピネス
常務理事

小西 サオリ

2021年度「グリーンコープでんき」のまとめ
くまもとでは「『グリーンコープでんき』の仲間を増やそう！累計契約１,000件」を目指して、
2021年度は249件を目標に取り組みました。１月28日現在、「グリーンコープでんき」に加入いた
だいた方が49件で、目標に届かない見込みです。2016年度から始まった「グリーンコープでんき」
の累計契約数は739件です。
電力自由化から５年経過して、新電力への切り替え率は九州電力管内で13.7％の状況で、少しず
つ切り替えが進んでいる様子です。自然エネルギーへの関心度が高まる中、2022年度は脱炭素社会
の実現へ向けて、原発フリーであり二酸化炭素を排出しない「グリーンコープでんき」を更に地域へ
広げたいと思います。
みどりの地球をみどりのままで未来に！子どもたちへ手渡せるように、引き続き取り組みます。
よろしくお願いします。

「グリーンコープでんき」担当常務 高田 宰

「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

1/28現在
2021年度目標

739件
1,000件

Ꮠʓʵ
ፄ֢ ΏΏΏ

7

こんにちは！ ワーカーズ
です

ಗಶʾ ΏΏΏΏΏ
ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

自生遺伝子組み換えナタネ汚染調査活動 熊本県内96ヶ所で自生ナタネの調査を行い、すべて陰性でし
た。しかし全国885ヶ所で行われた調査では、41ヶ所の自生ナタネから陽性反応が検出されました。
講演会・映画上映会 天笠啓祐先生を講師に迎え「遺伝子組み換えとゲノム編集についての学習会」と、
映画「種とゲノム編集の話」上映会をオンラインで行い、主にゲノム編集食品の危険性や問題点につい
て話していただきました。
（110人参加）
ＧＭＯフリーゾーンを広げる取り組み（７月～2022年１月） 遺伝子組み換え（G М）作
物や G М食品に反対し、G М作物（G М O）を栽培しないことを宣言する「ＧＭＯフリー
ゾーン宣言」と「ＧＭＯフリーゾーン宣言者」を支援する「ＧＭＯフリーゾーンサポーター」
になることを宣言する「ＧＭＯフリーゾーンサポーター宣言」を理事・委員に呼びかけ、
合計42人が新たに宣言しました。

単協理事

パイオニアエコサイエンス社へ質問状をお届け

村上 浩勝

「遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン」代表の天笠啓祐先生から署名への呼びかけがあり、
グリーンコープでも取り組みました。くまもとの11,528筆を含め全国から集まった217,267筆の署名を、
２月８日（火）参議院議員会館において、国の関係機関（農林水産省、厚生労働省、消費者庁など）の
担当者へ手渡して、意見交換を行いました。
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共同購入ワーカーズ（西部セン
ター）として、日々、組合員の皆
さんのお宅へ、どんな天候の日も、
どんな状況の中でも、笑顔でお届
けすることを心がけています。ま
た、生産者さん・メーカーさんの
商品学習会にも参加します。商品
の素晴らしさ、メーカーさんのこ
だ わ り の 思 い も 一 緒 に 伝 え、 グ
リーンコープの新規組合員募集に
もつなげています。
「 ハ ピ ネ ス 」は 設 立 よ り ４ 年 が
経ちました。皆さんに寄り添って
いただき、キープ＆ショップはリ
ニ ュ ー ア ル も で き ま し た。 ま た
「 ち い さ な パ ン や さ ん 」 は、 素 材
を活かした焼き立てパンを月曜日
から金曜日まで、朝からつくって
販売をしています。ぜひ、お立ち
寄りください。
たくさんの組合員さんに喜んで
いただけるように、これからも一
生懸命頑張っていきます。

種苗への遺伝子操作の表示を求める署名の取り組み（９～10月）
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誇りとつ な が り の ち か ら

遺伝子組み換え作物反対署名の取り組み（９～10月）

2021年度は遺伝子組み換え作物反対だけではなく「県内の学校給食において外国産小麦の使用を減
らし県産小麦への切り替えを進めてほしい」という内容の要望も加えました。署名は、熊本県（11,389
筆）、熊本市（5,933筆）
、荒尾市（640筆）
、玉名市（660筆）、山鹿市（523筆）、菊池市（417筆 )、
嘉島町（81筆）、天草市（535筆）
、八代市（957筆）
、水俣市（281筆）
、合計21,416筆が集まりました。
署名へのご協力ありがとうございました。各地域の組合員が行政に持参し、意見交換を行いました。署
名（要望書）を届けた熊本県と熊本市からの回答を一部抜粋し紹介します。
「遺伝子組み換えナタネの定期的な監視、調査、飛散防止のため
の指導」については、県・熊本市共に、これまでと変わらない内容
でした。「学校給食において外国産小麦を減らし国産小麦へ切り替
えること」については、県…「地産地消を推進するという観点から、
熊本県
熊本市
学校に供給されている十数種類のパンのうち、すでに「ひのくにパ
ン」「ソフトフランスパン」は県産小麦を100％、それ以外のパンにおいても、全て県産小麦が配合さ
れており、活用が着実に進んでいます。今後も熊本の子どもたちの健やかな成長や郷土理解、郷土愛の
育成につながるよう、安定的な供給や価格面の課題を踏まえながら、県学校給食会などの関係機関と連
携して、県産小麦を含めた県産食材の積極的な活用を一層進めたいと思います」 熊本市…「国産品へ
の切り替えや地産地消など学校給食の安全性の確保につながる取り組みをさらに進めていただくよう
（熊本県学校給食会へ）要望してまいります」との回答でした。

わたしとグリーンコープ

２００８年４月、グリーコープ
の事業としてスタートした生活再
生事業は今年 年目を迎えます。
現在では県からのたくさんの委託
事業も継続しながら、県内全域に
支援業務として広がっています。
相談員も３人でスタートしたも
の の 直 近 で は 人、 そ の 内 ワ ー
カーズメンバーが 人とすごくパ
ワフルな相談室となってきていま
す。振り返ると相談室を開設した
２００８年には多重債務問題や
リーマンショック、２０１６年に
は熊本地震、２０２０年にはコロ
ナ禍や豪雨災害も発生し、相談員
はグリーンコープの事業・活動へ
の社会的な信頼の下、県をはじめ、
弁護士や司法書士、ハローワーク
などと連携した支援業務を継続す
ることができています。
これからもグリーンコープ
に誇りをもって、そしてパ
ワフルに。

2021年度も新型コロナウイルスの感染拡大による影響がなくならない中、安心・安全な食を
守るため、遺伝子組み換え作物とゲノム編集食品の反対運動を行いました。
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グリーンコープ生協くまもと

グリーンコープ生協くまもと20周年

カタログ回収率

商品交流会を開催しました

１月分

昨年10月に開催を予定していた「グリーンコープ生協くまもと20周年まつり」
が新型コロナウイルスの感染拡大のために中止となったことを受け、大規模なま
つりの代わりに、各地域で工夫を凝らして20周年をお祝いしようと、メーカー
や生産者を招いた学習会や交流会を計画しました。地域本部主催で開催した商品
交流会は、県南地域本部（１月24日）
、県央東地域本部（２月11日）
、県北地域
本部（２月16日）、県央西地域本部（３月10日）のそれぞれが、オンラインで
開催しました。そのひとつ、県北地域本部の取り組み報告を紹介します。

43.0％
43.0
％

知って納得！使って実感！第２回グリーンコープ商品交流会

「㈱エムシーサービス」のおすすめ♪
「プラセンタ綾」
グリーンコープでしか手に入らないプレミアム美容液！
「オールインワンきらきら」
オールインワンなので忙しい女性にぴったり♪
「田中 藍㈱」（「第一衛材㈱」
）
「コットンびより」各種
トップシートは天然コットン100％
不織布使用で、お肌にやさしい。
「ふんわりやわらかパッド」

２歳の孫は、
ウルトラマンに
はまっている。
動画サイトを見
ているうちに覚
え た よ う で、
「 こ れ 誰？」 と
聞くと即座に教えてくれる。
子どもの頃に見た昭和のウル
トラマンはなんとなく分かる
が、平成のウルトラマンにい
たってはチンプンカンプンの
私。たまたま書店で購入した
「 ウルトラマン図鑑 」で確認
しては、孫の驚異の記憶力に
感 心 し て い る。 不 思 議 な の
は、初代のウルトラマンのこ
と を、
「 マ ル 」 と 呼 ぶ こ と。
このブームはいつまで続くの
（上蔀）
かな。 

お話を聞いて、どれも利用してみたくなりました！皆さんもぜひお試しくだ
さい♪♪
（馬場 未菜）

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

「オーガニック アルガンオイル」
強力な抗酸化力があり、水の彩シリーズと併用するのがおすすめ♥

10,810袋分

みなさんからのおたより 待ってまーす！

いろどり

「水の彩」シリーズ
お肌に優しい成分でできていて、お肌を健康に保湿します♪

↓

６ロール入り
トイレットペーパー

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♪

「㈱彩生舎」のおすすめ♪

32,430㎏

皆皆

今回の商品交流会では、
「㈱彩生舎」と「㈱エムシーサービス」から、コロナ
禍で続くマスク生活で気になるお肌のお手入れにおすすめの商品について、
「田
中 藍㈱」
（「第一衛材㈱」
）から、デリケートな部分に使用する「コットンびより」
各種・「ふんわりやわらかパッド」についてお話を聞くことができました。

回収した
カタログの重さ

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
12,952名
編 集／広報室
■県央東地域本部
26,929名
発行所／〒860-0056
■県央西地域本部
17,648名
熊本市西区新土河原₂丁目1-1
■県南地域本部
7,539名
☎ 096-324-8118㈹
合 計
65,068名
FAX 096-324-8123
（2月23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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