２０２２年度、単協理事長になりました
小林香織と申します。単協理事長として１
年 目 の 年 と な りますが、
「１年目」という
言葉に甘んじることなく、対話を大切にし、
グリーンコープの輪を地域に広げていける
ように邁進してまいります。どうぞよろし
くお願い申し上げます。
単協としては、組合員そして活動組合員
を増やしていくことが課題となっています。
地域に寄り添った活動をすすめていく上で、
活動組合員は「要」となる存在です。一緒
に活動する仲間を増やしていきたいと思い
ます。
２地域本部体制には、組合員・ワーカー
ズ・職員がひとつになってグリーンコープ
の輪を広げ、組合員の「夢ヲかたちに」す
るという大きな目標があります。グリーン
コープは組合員の夢がかたちになり広がっ
てきました。地域に寄り添い活動をしてい
く中で、見えてきた夢を語り合ってほしい
と願っています。地域組合員の皆さんも取
り組みに参加した際には、皆さんの夢を地
区活動委員に語ってください。
最後に、グリーンコープでは「２０２７
カーボンニュートラル」に取り組んでいき
ます。これから学習会などを行い、気候変
動や地球温暖化について私たちができるこ

理事長 小林 香織

とを考え、取り組み、伝えていきたいと思
います。


前期に引き続き、専務理事の職をさせていた
だくことになりました。今期につきましては、
月に「グリーンコープ桜木店」のリニューア
ルオープンと、「令和２年７月豪雨」で被災し

いいたします。

専務理事

上村 猛

域の皆さんと一緒に成長していくことではない
かと私は思っています。今期も精いっぱい頑張
らせていただきますので、どうぞよろしくお願

かと思います。
グリーンコープの使命は、地域に寄り添い地

なんとか地域のために役に立ちたいと考えてい
く中、この考え方にたどり着かれたのではない

ヒトハレ」が一手に担うこととなっています。
「ヒトハレ」の皆さんは、全員、人吉球磨にお
住まいです。自分たちも被災者でありながら、

居場所」は社会福祉法人グリーンコープの管轄
になります。その２つの事業を「ワーカーズ・

人吉のキープ＆ショップは、課題となってい
る「子どもの居場所」を併設させた複合施設で、
「キープ＆ショップ」は生協の管轄、
「子どもの

増えるように、しっかり頑張っていきます。

きません。組合員・ワーカーズ・職員が一丸と
なって、既存の組合員や地域の皆さんが楽しく
お買い物できるように、そして新しい組合員が

リニューアルすることですすめています。ただ、
リニューアルだけでは来店者を増やすことはで

「桜木店」は、くまもとで１番古いお店です。
以前は「どんぐり」と愛称もついていました。
建物自体の老朽化と業務用冷凍庫が悲鳴をあげ、

た人吉のキープ＆ショップがオープン予定です。

10
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2022年度スタート！
グリーンコープ生協くまもと

7月
2年 18日
02

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

６月３日（金）に開催した、グリーンコープ生活協同組合くまもと第二
６月３日（金）に開催した、グリーンコープ生活協同組合くまもと第
二十二期通常総代会を経て、
2022年度がスタートしました。理事長と専務理事より、メッセージをお届けします。

グリーンコープ生活協同組合くまもと 第二十二期通常総代会開催
2022年度事業（活動）計画について
２年の時を費やし検討し生まれた地域化が４月から本格スタートしました。これまでの４地域本部から
東地域本部と西地域本部の２地域本部に編成され、地域の核となる県内８センターに地域委員会が設置さ
れました。そこに住んでいる人や地域性に伴うニーズや地域の課題などを捉え、夢ヲかたちに理事会（地
域理事会）では組合員・ワーカーズ・職員が共に夢を語り合い地域福祉をすすめます。地域委員会では仲
間づくりや利用普及の検討をすすめていきます。地域性や立場の違いがありますが、それぞれが互いの違
いや考えを尊重し合い、時には寄り添い支え合いながら新体制で活動していきたいと思います。その中で、
新たな課題が見つかることもあるかと思いますが、これまでのようにみんなで考えてより良い組合員活動
の形をつくっていきたいと思います。（第二十二期通常総代会議案書より）

２地域本部制による機関会議一覧
４地域本部から２地域本部への変更に伴い、これまでのような単協理事会→地域理事会→地区運営委員
会という検討の流れから、今後は県内８ヶ所にあるセンター毎に地域委員会を開催し、より地域に根差し
た検討や活動ができるようにします。
東地域本部は2センター、西地域本部は６センターと、活動エリアの規模の違いもあることから、各地
域本部機関会議の持ち方に少し違いがありますが、基本的には下記のようになります。

グリーンコープ
生協くまもと
理事会

地域委員会
・地域（センター）報告
・地域での仲間づくりや取り組み

東 地 域

地域（２センター）

本 部

◦食べもの運動を基礎とする生協の事業
について
◦くまもととしてみんなで取り組むこと
◦共同体・連合会報告

単協

西

地区運営委員会
・地域理事会報告
・地区での取り組み
商品おすすめ活動委員会
・利用普及について
・連合会委員会報告

地域本部
夢ヲかたちに理事会
（地域理事会）
・地域福祉関係
・地域本部報告事項
・地域本部提案事項

福祉活動委員会
・地域福祉
・共同体委員会報告
環境活動委員会
・環境について
・共同体委員会報告
・運動関係（平和や脱原発など）

域 本

地域本部

地域（６センター）

夢ヲかたちに理事会（地域理事会）
・地域福祉関係ほか

地域委員会
・地域での仲間づくりや取り組み

商品おすすめ委員会
・利用普及について
・連合会委員会報告

商品おすすめ活動委員会
・地域での利用普及について

部

環境委員会
・環境について
・共同体委員会報告
・運動関係（平和や脱原発など）
福祉委員会
・地域福祉
・共同体委員会報告

環境活動委員
商品おすすめ活動委員

地

◦地域福祉運動を基礎・
土台に展開するくまも
との福祉事業を総合的
に総括する

社会福祉法人
グリーンコープ
熊本理事会

地区

環境活動委員会
・環境について

地区
地区運営委員会
・地域理事会報告
・地区での取り組み

６月３日（金）、本部会議室にて通常総代会を開催しました。当日はコロナ禍により、オンラインでの開
催とし、総代の実出席は３人のみ。総代から事前に書面議決書で届けられた採決数と合わせて、下記のよ
うに全議案が賛成多数で承認されました。（総代定数255、本人出席３、書面議決247、欠席３、議長２）
採決後、下記内容で「特別報告」を小林理事長が報告しました。「特別報告」については、10月６日（木）
に臨時総代会を開催し、審議いただくことになっています。
議

案

賛成

保留

反対

第１号議案

2021年度事業（活動）報告及び決算報告承認の件

241

６

３

第２号議案

2022年度事業（活動）計画・予算案承認の件

239

５

６

第３号議案

定款変更の件

245

５

０

第４号議案

長期未利用組合員脱退承認の件

243

５

２

第５号議案

2022年度福祉活動組合員基金運用委員会委員選任の件

244

５

１

第６号議案

2022年度役員補充【理事13名】選任の件

244

６

０

第７号議案

議案効力発生の件

243

６

１

特別報告

グリーンコープは、地球の生命（いのち）を守って、みどりの地球をみどりのまま
子どもたちに手渡すために、2027カーボンニュートラルの実現を目指します！
世界規模の気候変動危機が、地球の生命（いのち）を脅かしています。
子どもたちが生きる未来はどうなっていくのでしょうか。
私たちは、2021年に、組合員からの声を受けて、
「気候危機に関する宣言～みどりの地
球をみどりのまま、子どもたちに手渡すために～」をまとめ、すさまじい気候変動の中、グ
リーンコープ基準で青果物を栽培してくださる産直生産者へあらためて感謝し、あわせて、
気候変動は私たちのくらしに直結する問題なのだと受け止めました。
2012年、
『一般社団法人グリーンコープでんき』は、脱原発運動のもとに設立しましたが、
原発フリーに加えて、二酸化炭素の基礎排出係数ゼロを達成することができています。この
ことは、
「みどりの地球をみどりのままで」と願い、運動をすすめてきた私たちにとって、
嬉しい到達点でもあります。グリーンコープは設立の時から、「自然と人との共生」「みどり
の地球をみどりのままで」の理念と願いの実現へ向けて、環境を守る運動と行動に取り組ん
できました。グリーンコープ運動を続けてきた私たちは、歩みを止めず、「さらに何ができ
るのか？」「何をしていくのか？」を真剣に討議しました。
そして、環境を守る運動・行動を更に一歩大きく踏み出していくために、私たちの「安心」
「安全」な食べものを運ぶ配送トラックを、
「グリーンコープでんき」を使って走る電気トラッ
クに切り替えていきます。その費用を捻出していくために、
「私たち一人ひとりができること」
として、組合員全員で取り組んでいきたいと考え、具体的には、商品価格に1% 上乗せする
ことを実施します。
私たちは、
「この1% 上乗せすること」について、気候変動危機を憂うだけではなく、み
どりの地球をみどりのままでと願うだけではなく、一人ひとりの実践として捉えて、すすん
でいきたいと考えます。またそのために、もっともっと多くの賛同する仲間・組合員を増や
していきます。
近年、一層深刻な課題となっている地球温暖化・気候変動に対して、環境を守る運動・行
動を更に一歩大きく踏み出しましょう！
2022年6月3日
グリーンコープ生活協同組合くまもと
第二十二期通常総代会

福祉活動委員

3

2

西地域本部
商品おすすめ委員会
委員会メンバーのおすすめ商品を紹介します！

ます。

商品委員長
馬場 未菜

「餃子（徳用）
」
豚肉の味がしっかりして肉汁
がたっぷり！２パックでお得な
値段。お手軽なのに本格的な味
が楽しめます。

「産直豚モモうす切」
冷しゃぶ、肉巻きおにぎり、
くるくる巻きのトンカツ、
おいしさ◎です！

「もめん豆腐」
素材そのものがすごくおいし
い。息子は誕生日ケーキの代わ
りに「冷やっこ１人１丁がい
い！」と言います。

鹿本センター

児玉 久美子

玉名センター

怡土 友実

松橋センター

熊谷 美治

「産直りんご」
「北海道産小麦
ロングパスタ」
安心して皮ごと食べられます。
生で、お菓子（アップルパイ・
もちもち感がクセになり、
焼きりんご）に利用します。
ソースの絡みもよく、我が家で
はリピート買いし
ています！
天草センター
県南センター

柴田 裕子

川野 純子

「厚切りポテトチップス」
化学調味料不使用で、塩分１
％以下！うす塩なので、ジャガ
イモのおいしさも味わえます☆

西部センター

徳永 真由美

福祉委員会
ファイバーリサイクル活動の一環として、
・書き損じ、未使用のハガキ ・切手（新品）
・テレフォンカード（新品）
・残金のあるプリぺイドカード などの回収を始めます。
さあ、一緒に心をこめて取り組みましょう。
パキスタンの子どもたちの支援につながります。
衣類、食料不足、児童労働に至るまで困窮の状況が心配されます。
子どもたちの笑顔を思い浮かべながらみんなで頑張りましょう。ご協力をお願いします。
※今回回収したものは通信費などとして活用されます。
※西地域本部エリアにある店舗・キープ＆ショップに回収箱を設置いたします。

5

商品おすすめ活動委員会では、グリーンコープ商品の素
晴らしさを沢山の組合員に知ってもらえるよう活動してい

「らくらくっ酢」
これ１つで酢の物が簡単にお
いしく出来上がります。
暑い夏もさっぱり食べられて
おすすめです。



東地域本部

今年度楽しく活動して、
皆さんにＧＣ商品について
お伝えしていきます。

今年度は、２つの地域本部の委員会・活動委員会が、毎月、連載を担当します。

「北海道産なたね油
（一番搾り）
」
我が家ではバケットにつけた
りドレッシングなど、ぜひ“生”
で食べてみてくだ
さい。
おすすめ委員長

坂田 未来

～委員会・活動委員会のページ～

今年度は、メーカー・生産者・組合員と直接顔を合わせ
た交流会や学習会が行えるよう、活動委員会で計画中です。
楽しみにしていてくださいね♪
今年度の委員会は、19人で明るく元気に活動していき
ますので、どうぞよろしくお願いします。


商品おすすめ活動委員長（おすすめ） 遠藤 千枝



商品おすすめ活動委員長（商品検討） 児玉 志野

環境活動委員会では、４Ｒ運動、せっけんの使い
方、グリーンコープでんき、脱原発、平和、民衆交
易の取り組みについて、委員皆が同じ立場で学び、
地区や地域の組合員の方へ伝えています。
近年のＳＤＧｓや脱炭素社会への取り組みは、グリー
ンコープが設立当初から組合員と共に大切に守って
きた理念でもあります。そのことを誇りに思うと共
に、引き続き活動委員会で丁寧に取り組んでいきた
いと思います。


環境活動委員長

久保 智絵美

福祉活動委員会では、全ての人が安心して暮らせるまちづくりのために活動しています。今年度も
地域のお声に耳を傾け、地域に根ざした福祉について考えていきます。また、福祉活動組合員基金
（100円基金）の意義を伝えると共に地域福祉を担う
ワーカーズの活動、ファイバーリサイクル運動、葬
祭事業についても広く伝えていきます。
（ふ）つうの
（く）らしを
（し）あわせにするために
楽しく活動していきますので、よろしくお願いします。


福祉活動委員長

廣末 信代

4

「令和２年７月豪雨」から２年…

お店のワーカーの１日は、掃除に

始まり、検品、品出し、レジ、発注、
拡大、キープと、日々多岐にわたっ
て業務を行っています。インストア

のあるしみず店では、組合員さんへ

!!

お届けする「まごころ弁当」の調理
と発送も行っています。
毎日業務に追われ大変なこともあ

りますが、組合員さんが、おすすめ
した商品を使って差し入れを作って
来てくださったり、数日お会いしな
いと「どこにいたの？会いたかった
よ」など、嬉しいお声をかけてくだ
さ り、「 ま た 明 日 も 頑 張 ろ う 」 と
沢山の元気をもらっています。
また、しみず店は明るいワーカー
ばかりです。共に目標に向かって明

るく元気にお店運営を頑張っていま
す。近くにお越しの際は、ぜひ、し

みず店へお立ち寄りください。元気
いっぱいのワーカーがお待ちしてお
ります。

ƜǜƴƪƸᲛȯȸǫȸǺưƢ

「キープ＆ショップくまりば」１周年祭を開催しました

企業組合ワーカーズ・
マミー しみず店
店長

石坂 いづみ

ダイソー

北高

北バイパス

◇◆◇グリーンコープしみず店・しみず店キープ◇◆◇
お店の営業時間…10：00～19：00 キープ開設時間…月、火、水曜日の15：00～18：30
住所…熊本市北区麻生田１丁目２ｰ２ 電話…096ｰ338ｰ4601
陸上自衛隊
パチ
サンリブ
ご来店
北熊本駐屯地 ンコ
明林堂
て
し
ち
至光の森→
お待
♥
しみず店
ま～す
↓至東バイパス

周辺地図

外観

店内

店内（キープ）

「グリーンコープでんき」電力従量料金価格改定について
 「グリーンコープでんき」担当常務

高田 宰

この度、７月の検針日の翌日ご利用分より「グリーンコープでんき」の従量料金単価の改定を実施
させていただくことになりました。
（kＷhあたり２.60円値上げ ）
「グリーンコープでんき」は子どもたちの未来を守るために原発のない・持続可能なエネルギー社
会の実現を目指し、電源を特定することで、原発フリーの電気・非化石燃料により発電した電気
（
「ＦＩＴ電気※」90％以上）をお届けすることができています。
エネルギー価格高騰、ロシアによるウクライナ侵攻によって世界的にもエネルギーが不足する事態
となっており、電力市場での取引価格も高騰を続け、更に先が見通せない様相となっています。
「ＦＩＴ電気」は、電力市場の取引価格と連動しているため、
「グリーンコープでんき」もその影響を
受けることになります。
今後も「グリーンコープでんき」の事業を継続し、原発フリーで非化石燃料による
電気をお届けするためにも、誠に遺憾ではありますが、卸値の値上げ分につきまして
現行料金に反映させざるを得ないという判断に至っております。
皆様のご理解を賜りますよう何卒よろしくお願いします。

「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

6/13現在

目標
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125,724,000円
316,533,186円

6/24現在
2022年度目標

752件
1,000件
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※「ＦＩＴ電気」… 太陽光、風力、地熱、バイオマスの再生可能エネルギー電源を用いて発電され、
固定価格買取制度（ＦＩＴ）によって電気事業者に買い取られた電気。
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▲１周年祭スタート
円内はあいさつをする御薗さん

▲キッチンカーでは、ゆで
餃子の販売と、産直米３
種の食べ比べ

▲２台の元気カー
で販売

メーカーの方々▲
◀元気くんも来たよ♪

３月に予定していたものの、諸事情により延期になっていた１周年
祭を、５月28日（土）に「ワーカーズ・ヒトハレ」主催で開催しました。
被災した地区にいつも訪問している「元気カー」をメインに、
「キッ
チンカー」や災害支援センター、グリーンコープのメーカーである、
削りぶしの「㈱山一」
、冷凍餃子の「㈱ビッグファイブ」からも参加
好評の▶
いただき、盛り沢山なイベントとなりました。会場では久しぶりに おさがり会
「おさがり会」も開催され、参加した子ども連れの家族は大喜びでした。
「『楽しい人たちがやっているグリーンコープ』をアピールしたいで
す」と代表の御薗さん。「いつも訪問している地区の方たちを連れて
きて、一緒に楽しんでほしい気持ちなんです」とメンバーの磯部さん。
キープ＆ショップを運営する「ヒトハレ」のメンバーそれぞれの思
いが詰まった１周年祭で、当日の新規加入者も８人と、10月の「キー
プ＆ショップかみしん（仮称）
」のオープンが待ち遠しい、楽しい取
り組みとなりました。（広報室取材）
▲入口から見た全体の様子

ガラポン▲

写真洗浄に取り組んでいます
「令和２年７月豪雨」で被災された方々の思い出が詰まったアルバムをお預かりし、写真を１枚１枚洗
浄する取り組みを行っています。この取り組みは、写真洗浄を通して復興支援をされている「あらいぐま
熊本」さんと連携しています。現地に行けない方もできる復興支援となっています。これまで写真洗浄の
取り組みに参加した方の感想をお届けします。
グリーンコープ生協くまもと理事長 小林 香織
お預かりした写真を洗っていると、家族の笑顔、
一緒に過ごしたペットなど、思い出が共にありまし
た。携わらせていただき心がほっこりしました。

西地域本部 庵本 みつえ
現地に行かなくてもできる支援がある。写真洗浄
に参加することができて、少しでも被災された方の
お役に立つことができたことが嬉しかったです。
現地での支援・写真洗浄・カンパ…、自分にでき
ることを無理せずに続けることが大事だと思いまし
た。
東地域本部 株元 知子

災害支援の形にはさまざまなものがあり、こうし
た活動を通して被災された方を支援することもでき
ます。幅広く皆さんに知っていただき、関わってく
ださる方が更に増えてくれたらいいなと思いました。

東地域本部 久保 智絵美
なかなか現地に行くことができなかったので、何
かお手伝いできたら！と思い参加しましたが、写真
１枚１枚からいろんな笑顔を拝見し、またこの笑顔
のように１日でも早く…と願いを込めて丁寧に洗浄
させていただきました。 西地域本部 坂田 未来

写真洗浄は直接現地に行けない私にでもできるお手伝いです。泥水で汚れた写真を見ると本当に胸が締
め付けられますが、丁寧に作業した写真が持ち主に戻った時には、少しでも笑顔になってもらえたらと思
います。今後もできる限り、写真洗浄に参加したいと思います。
東地域本部 遠藤 千枝
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♥ ♥ 大好きなおすすめ商品 ♥ ♥
ＧＣ「産直びん牛乳」ノンホモ

牛乳特有のくさみがなく、とってもお
いしい！私が子どもの頃から母が飲ませ
てくれていました。今は、私が子どもに
飲ませています。３歳の子どもは１歳の
頃から大好きで、
「牛乳！」
（まだよくしゃ
べれませんが…）とコップを持ってリク
エストします ! ! 10ヶ月の子の離乳食にも
使用しています。

おいしいよ♪
たくさん
飲んでね！

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

５月分
61.0％
61.0
％
回収した
カタログの重さ

45,760㎏
↓

６ロール入り
トイレットペーパー

15,253袋分
どんどんカタログを出しましょう

みなさんからのおたより 待ってまーす！

単協理事 西地域本部

委員長 森 ひとみ

天草センター地域委員会

出会いに感謝

私がグリーンコープに組合員として入り、委員
会活動に参加させていただくようになったのは、
前委員長からの「グリーンコープって知ってる？
委員がいないんだけどやってみない？今なら商品、
環境、福祉を選び放題だけど、どう？」とお声か
けいただいたことがきっかけでした。
その後、地区運営委員会、活動委員会、理事会、
学習会、生産者交流会などで出会った皆さんに、
いろんなことをお伺いし、教えていただいたり、
アドバイスをいただりしました。
今年度から２地域になったことで、より多くの
方と出会うチャンスが増えました。
まだまだわからないことが多く質問することが
多々ありますが、今までもこれからも、グリーン
コープを通じて沢山の方に出会えたこと、出会え
ることに感謝しています。

わたしとグリーンコープ

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︒
あなたのグリーンコープへの思いや意見などお届けください︒
ハガキに住所・名前・電話番号を記入の上﹁おたより募集コーナー
係﹂と明記し︑〒８６０︲００５６ 熊本市西区新土河原二丁目一ー一
﹁グリーンコープ生協くまもと 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♪

（2021年度に行った「20周年感謝を届ける組合員アンケート」より）

ふと思い立ち、
娘と一緒に孫を
連れて、阿蘇駅
からＪＲで光の
森駅まで行って
みた。目的は駅前の商業施設。
かなり久しぶりの鉄道利用で、
もちろん紙の時刻表などは持
たないのでスマホで検索する
も、なかなか思うように調べ
ら れ ず 苦 戦。 何 と か 無 事 に
行って帰ることはできたが、
自動車の便利さを改めて実感
した。それでも、孫は初めて
の電車の旅を喜んでくれたし、
阿 蘇 駅 ～ 肥 後 大 津 駅 間 の、
ゆっくり、のんびりとしたス
ピードも新鮮で、またいつか
乗りたいなと思った。
（上蔀）
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■東地域本部 26,032人

開設曜日…月曜～金曜
第３週は月曜～土曜

☎ 096‑243‑2100
生活まるごとなんでも相談できます

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

■西地域本部 38,753人
合

計

64,785人

（６月25日現在店舗組合員を含む）

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」との協働事業です。
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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