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▲

子育てサポートセンター
「ぺぺぺぺらん」管理者の
高橋知紗子さん

「三里木げんきもりもりハウス」は、社会福祉法人グリーンコープが推進している
「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、2021年10月30日、
ＪＲ三里木駅のすぐそばにある「キープ＆ショップ三里木」横の「にこにこ三里木地
域交流室」（菊池郡菊陽町津久礼2972-33）に開所しました。毎月第３土曜日の13時
から16時まで、子育てサポートセンター「ぺぺぺぺらん」のスタッフが４人程で対
応しています。回を追う毎に訪れる子どもたちの人数が増えていて、遊びに来た子ど
もたちがお友だちを誘って、また来てくれています。対象が“どなたでも”なので、
親子でも来られています。
取材した５月21日は８回目の開催でした。毎回、スタッフの得意分野を活かして、
行事や季節感を大切にした制作活動ができるように工作材料を準備し、訪れた子ども
たちと一緒に作っています。当日は、来る「父の日」にちなんだ「飛び出す紫陽花カー
ド」や、好きな場所に飾れる「梅雨を楽しむオーナメント」作りのために、折り紙や
色厚紙やリボンなどを準備されていました。
（当日の延べ参加人数…17人）

準備中

【訪れていた子どもたち談】「今回で５回目かな。楽しいから、また来
ると思う」「誘われて初めて来た。また来たい」
「飛び出すカード、と
ても好き。自分で作ることが大好き。今日作ったカードは、お父さん
とお母さんにプレゼントする」
「簡単にできたよ。おうちに飾る」
【未就学児を連れて来ていたお母さん談】「月に１度のペースなので、
予定に組み入れやすいですね。子どもたちも気に入っていますので、
なるべく来るようにしています。地域のいろんな学年の子どもと遊べ
るのも魅力的です。今日は妹の家族も来る予定になっています。生ま
れたばかりの赤ちゃんの初外出先がここなんですよ」
【
「ぺぺぺぺらん」のスタッフ談】
問：ここがどのような場所であればいいなと思いますか？
「子どもたちが安心して来られる、お友だちと交流できる場」
「年齢
に捉われず、別のお友だちと遊べる所」「親もホッと一息つける。親
支援にもなれればいい」「継続していくことで、子どもが大きくなっ
た時に、良い思い出の場所として残っていればいい」
「学校とは違う
地域の見守りを担っている。情報の連携の輪
につながることを期待されていると思う」
▲

コロナ禍で室内での飲食が難しいため、持ち帰り
のおやつ（500円分）が用意されていて、訪れた
子どもが退出する際に手渡していました。
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西地域本部

せっけんメーカー学習会 シャボン玉石けん㈱

講師の前田博昭さん

“青いお空がほしいのね～♪”のＣМソングでおなじみの「シャボン
玉石けん㈱」をお迎えして、せっけん学習会を開催いたしました。
組合員の皆さんは日頃から安心・安全な食品を意識されているかと思
います。では、洗濯や台所で使う家庭用品はどうですか？口にするもの
と同じで、安心・安全なものが良いですよね。せっけんは自然界にある
ものでできているので、短期間で水と二酸化炭素に生分解されます。ま
た、せっけんカスは微生物や魚のエサとなり、自然に還っていきます。
「環境にも手肌にも優しいせっけんの良さはわかるのだけれど使いづらいのよね」という方は、ポ
イントを知っていただくと使いやすくなるかと思うので、紹介させていただきます。
１、洗濯物は十分に撹拌できるように８割程度にしてください。
２、せっけんの量は液面が少し泡立つくらいが目安です。
※粉せっけんは、洗面器などに先に粉を入れ、ぬるま湯で溶かしたり、
シャワーや泡立て器を使用するとさらに効果的です。
３、洗濯物にせっけんが残らないよう、すすぎは最低でも２回は行って
ください。
４、最後のすすぎにクエン酸を小さじ約１杯か、食酢大さじ１杯半入れ
ると、衣類に残ったせっけん分やせっけんカスを取り除き、ふんわり洗い上がります。
５、洗濯後はすぐに日光に当てて干してください。室内に干す場合は換気を心がけてください。

商品おすすめ委員会

産直びん牛乳レシピ紹介

おすすめ商品紹介

簡単♪レンチンカスタード

下郷農協の飲むヨーグルト

〈材料〉
「薄力小麦粉」15g
「奄美きびさとう」50g
「産直たまご」１個
「産直びん牛乳」200㏄

〈作り方〉
①耐熱ボウルに材料を入れて
よく混ぜる。
②ボウルにふんわりとラップ
をして、500Ｗで２分半電
子レンジにかける。
冷やして、ホットケーキや
③一旦取り出してよく混ぜる。
クレープに添えるとgood!!
また２分半レンジにかける。
できあがり♪
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甘くて濃厚な味わいを楽しめま
す。原材料は非遺伝子組み換えの
配合飼料を与えた新鮮な生乳と和
三盆のみ！
安定剤・香料・保存料・
着色料・凝固剤などの添
加物は一切使われていな
いので安心です！

東地域本部

商品おすすめ活動委員会

４/22～24

福祉活動委員会

名刺型
飛び出すメッセージカード

いりおもて

沖縄（ハナナス、西表農園、
沖縄（ハナナス、西
真南風
南風）視察・交流
）視察・交流
ま

は

え

沖縄視察では、生産者の方から直接お話を聞
き、自分の目で見て確かめて得る知識の重要性
を学びました。
悪天候や虫の被害などで大変なご苦労をされ
ており、
「無農薬栽培よりＪＡＳの認定を受けて
育てる方が大変なんだ」という言葉が今でも耳
に残っています。
また、
「パイナップルの葉の部
分を植えると自宅でも育つよ」と
教えていただき、早速植えてみた
ところ、新芽が出てきました！
視察で学んだこと、商品の素晴
らしさをしっかりと伝えていきたいと思います。
（商品おすすめ活動委員長〈商品検討〉児玉 志野）

講師の舘野直美さん

水は命の源です。水を守ることは私たちの命を守ることにもつながります。美しい地球を未来に手
渡していけるよう、まずはせっけん生活から始めてみませんか？
（西部センター環境活動委員長 堀永 恵子）
Ｑ１．洗濯槽汚れへの対策を教えてください。
Ａ．洗濯槽の汚れには洗濯槽クリーナーのご使
用をおすすめしています。洗濯槽掃除は１～
２ヶ月目安で行うことをおすすめいたします。
Ｑ２．変色してもせっけんは使えるそうです
長年お掃除をしていない場合、黒かびがこびり
が、その際、泡立ちや洗浄力などに変化はあ
ついている場合があり、１回の洗浄では落とし
るのでしょうか？
きれない場合があります。高めの水温（30～
Ａ．変色したせっけんの泡立ちや洗浄力に変
40℃）で再度洗浄をおすすめします。
化はありません。

今年度は、２つの地域本部の委員会・

６/８

活動委員会が毎月連載を担当します。

環境委員会

～委員会・活動 委員会のページ～

今年度も「名刺型飛び出すメッセージカード」
を心を込めて作成し、店舗と協力して福祉活動
を心を込めて作成し、店舗と協力して
福祉活動
組合員基金（100円基金）の拠出率アップを目
組合員基金（100円基金）
の拠出率アップを目
指します。
昨年度は「カードをきっかけに拠出いただい
た」と嬉しい報告を受けました。
今年度も拠出につながればと願っています。
（福祉活動委員長 廣末 信代）

しみず店、桜木店、長嶺店にて活用しています

太陽油脂株式会社のせっけん学習会を受けて

環境活動委員会

６月９日、東部センターにて太陽油脂株式会社のせっけん学習会を
環境活動委員会で開催しました。
今年で103周年、せっけんを作り始めて83年の会社で、せっけんの
歴史からせっけんの作り方、原料について動画を交えながら詳しく教
えていただきました。
パーム油の抱える問題に対しても、良い方法で作られたパーム油を
選んで使っており、油の農薬検査もしているそうです。食べられる油
を使っていることを知り、安心して使えると確信できました。
環境にやさしいせっけんを使い、周りの方に良さを伝えていきたい
と思います。
（たつだ地区 環境活動委員 宮﨑 沙知子）

学習会の後の質疑応答も、その後の活動委員との交流会もとても盛り上がり、参加者がせっけん利
用について改めて深く考える良いきっかけになったと思います。
シャボン玉月間の取り組みと合わせ、良いアピールになりました。今後もせっけん利用率を上げる
ために、これからさまざまなアプローチで取り組んでいきたいです。
（環境活動委員長 久保 智絵美）
７/１

長嶺店でせっけんアピールと平和の折鶴の取り組みをしました！

「酸素系漂白剤」と 「無香料お洗濯のしゃぼん ふわ
り（キレート剤入）
」を入れ、浸け置きと煮洗いの実演
をしました。来店者は少なかったのですが濃密なアピー
ルができ、参加した方にとても喜んでいただきました。
同時に長崎の「平和のつどい」にて奉納する千羽鶴を
折ってもらうコーナーを設け、鶴を折りながら平和につ
いて語ることもできました。
（たつだ地区 環境活動委員 星 ひと美）
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６月３日（金）、グリーンコープ生協くまもとの総代会が開
催され、2022年度が正式にスタートしました。
2022年度の単協理事会メンバーと、一押し商品を紹介し
ます。
西地域本部総括者

宮﨑 万起

ホワイトソフト
マーガリン

私たちが今年度の単協理事会メンバーです！

西地域本部地域理事長

八木 佳奈

和風万能
うまかたれ

オイスターソース

理事長

小林 香織

tsuyasara
（つやさら）

これで作った味卵はいくらでも食べ
られます！２本は常備しています。

チャーハンにピッ！ピッ！と入れ
てみてください。本格中華に！

手に取り髪になじませて！翌日の
指通りにテンションUP♡

西地域本部商品おすすめ
委員会 商品委員長

西地域本部商品おすすめ
委員会 おすすめ委員長

井上 厚志

西地域本部地域専務

東地域本部地域専務

株元 知子
どら焼

東地域本部総括者

狭間 直美

和風万能
うまかたれ

隠れた名品、おいしい逸品！お値
段もお手頃で手土産などにもピッ
タリです☆

煮卵や牛丼・肉じゃがなど「うま
かたれ」だけで時短料理です！

東地域本部商品おすすめ活動
委員長（おすすめ）

東地域本部商品おすすめ活動
委員長（商品検討）

必要な分だけぱぱっと使えるので、 たくさんのこだわりを知れば知る
汁物やお弁当のおかずに便利です♪ ほどおいしいびん牛乳です。

一本釣りの新鮮なかつおの炭火焼
はおすすめです。

産直豚の肉の旨味と甘めのみその
香ばしさでご飯がすすみます。

あのこだわりとおいしさで、この
値段はありえない！飲むべし!!

西地域本部環境委員長

松橋地域委員長

東地域本部福祉活動委員長

東地域本部環境活動委員長

東地域本部地域常務

森田 弓沙

無香料お洗濯の
しゃぼん ふわり
中３男子の頑固なエリ汚れも、
真っ白に洗い上がります☆

坂田 未来

岩間 睦幸

東地域本部地域理事長

児玉 志野
和風万能
うまかたれ
肉じゃが・生姜焼き・冷やし中華
などこれ１本で料理上手に♪

冷凍ほうれん草

産直びん牛乳

西地域本部福祉委員長

庵本 みつえ

子持ちからふと
ししゃも
ころもをつけて天ぷらに、栄養満
点！丸ごとパクパク!!

玉名地域委員長

鳴尾 元子

馬渕 早苗

ポテトチップス
（うすしお味）
塩加減が絶妙！「うまいっ！」を
連発！息子の手が止まらない
ワーカーズ連合会代表

芝 ひろみ

南の島の完熟
マンゴー
ヨーグルト・牛乳・プロテインな
どに入れてミキサーで最高です。
常務理事

南 栄作
若鶏ピリ辛ササミ
徳用
おつまみに、弁当のおかずに最高
の１品です。

竹下 美沙子

産直びん牛乳
（ノンホモ）

天草地域委員長

森 ひとみ

食酢ゴールド (1.8L)

産直豚みそ漬
ロース

廣末 信代

八女星野特選煎茶

帰宅後、お風呂上がりに、至福の
１杯！最高においしい！

口に広がる豊かな風味が大好きで
す。ぬるめのお湯でどうぞ♪

西部地域委員長

東部地域委員長

産直野菜セット

程よい脂身で柔らかい。お弁当に
夕食に、わが家の必需品です!!
県南地域委員長

炭火焼かつおたたき

日向 初美

産直豚肩ロース
うす切

5

専務理事

上村 猛

熱々のトーストの上を滑り踊らせ
ながら食べるのが１番好き

馬場 未菜

単協理事は、地域組合員から決定権を託されて、グリーン
コープ生協くまもとの運動や活動、業務などの単協理事会決
議事項について、責任を持って決定・確認しています。メン
バーは、組合員・ワーカーズ・職員で構成されています。

久保 智絵美

tsuyasara
（つやさら）

毎日使うことで傷みにくく、ツヤ
サラな髪に♪

西地域本部地域常務

ワーカーズ常勤東地域本部

園川 寿子

筑前煮（冷蔵）

高岡 秀敏

水産ねり製品全般
水産ねり製品は、どれも弾力のあ
る歯ごたえで、最高です!!
北部地域委員長

中山 路子

お弁当用かぼちゃ
コロッケ
かぼちゃが甘くて食べごたえも満
点◎お弁当の、あと１品に！

生ハンバーグ
（4個）

産直びん牛乳

川上 茉奈美

どんな野菜が届くかな！楽しみ。
今日のメニューはな～にかな？
高田 宰

遠藤 千枝

産直れんこん入り
生ハンバーグ
れんこん入りでおいしい＆ヘル
シー！子どもたちも大好きです♡
ワーカーズ常勤東地域本部

宮本 光代

プレーン
ヨーグルト

組合員事務局長

牧 幸子

生クリーム

圃場では、殺虫剤の代わりとして
大活躍の頼もしい商品です。

お肉の旨味が凝縮されて、とって
もおいしいです。

あと１品という時のオタスケ！
お弁当のおかずにもＯＫです。

酸味が爽やかで、調味料としてア
レンジしやすいのが嬉しい。

ソースやスープ・生チョコづくり
に欠かせない最上級の商品。

ワーカーズ常勤西地域本部

ワーカーズ常勤西地域本部

企業組合ワーカーズマミー
理事長

福祉活動組合員基金
運用委員会 委員長

ワーカーズ常勤理事会代表

小西 サオリ

生ハンバーグ
（4個）

新居 照美

冷凍ほうれん草

島浦 麻理

さんま黒酢煮

入江 眞理子

寒天サラダ

石原 嘉美

黒酢ドリンク

レシピ通りに焼くと、ふっくら
ジューシーに仕上がります！

毎日何にでも使える万能野菜。
私の鉄分とビタミンＣの源です。

解凍するだけです。この柔らかさ
と甘辛さは真似できないです。

毎日サラダに入れて食べています。 暑い夏にピッタリ、疲れもふっと
おかげで快腸。
びます。

常務理事

監事

監事

常務理事

平本 早余子
ゲランドの塩
ほのかな甘みと旨味。ミネラルも
豊富。これだけで味が決まる！

野口 弘子
刺身こんにゃく
刺身代わりに、安価でヘルシー、
生魚苦手な私の大好物です！

矢野 布美子
みかんジュース
ストレート（ビン）
うんしゅうみかんのやさしい味が
します。外では味わえません。

原田 浩哉
刺身用真あじフィレ
お醤油に一味唐辛子を入れて食べ
るのがおすすめ！

常務理事

村上 浩勝
産直豚カタ
スライス
産直豚肉、リーズナブル、使い勝
手、味、価格、すべてＯＫ。

4

シリーズ企画

ƜǜƴƪƸᲛȯȸǫȸǺưƢ
「パセリ」に配達員として入職

して、７月で１年になりました。
「 パ セ リ 」 で は、 毎 日 お 届 け 先

が変わり、お弁当のお届け方法も
皆さん違います。お声をかける方、
チャイムを鳴らしてはいけない方、

食卓までお持ちする方、それぞれ
の方法でお届けしています。利用

者のほとんどが高齢者で、お弁当
を置く場所や向きが違うと食べら
れない方もいらっしゃいます。安
否確認をしながら注意深くお届け
しています。
８歳と５歳の子どもたちに、ま
だまだ手がかかり大変なこともあ
りますが、高齢者の在宅を支え、
地域に貢献できる仕事ができるこ

とを嬉しく思います。
暑い夏も寒い冬も、笑顔で安全

運転を心がけながら頑張りたいと
思います。

2022年度より、グリーンコープ生協くまもとの８つの配送センター（玉名・鹿本・西部・松橋・県南・
天草・東部・北部）毎に、地域の組合員・ワーカーズ・職員が集まり、地域委員会を開催しています。
今回は、西地域本部の西部地域委員会を紹介します。（7月15日取材）

西部地域委員会
紹介

構成メンバー
労働協同組合
配食サービスパセリ
配達員

山本 麗奈

▲

昨年は、菊池市立中央図書館へ図書100冊、及びＤＶＤ11本を寄贈しました。その事業（思い）を
継続しながら、より身近に、そして地域に広く多くの方に、組合員の思いや願いを伝えることができ
るのかを理事・委員で検討し、
「命を大切にする」をテーマに選定した図書を選び、菊池市の教育機
関50ヶ所へ寄贈することとなりました。寄贈先でもある菊池市教育委員会の音光寺教育長からは「菊
池市は豊かな自然に囲まれた市であり、豊かな自然そして水を大切にしたいとの思いがありＳＤＧｓ未
来都市にも指定されていて、今年度、全ての小・中学校で持続可能な開発のための教育に取り組んで
いるところです。寄贈図書を通して、子どもたちが将来持続可能な社会をつくっていくために、どん
なことをしていけばいいのか、自らが考え行動できるように活用していきたいです」と感謝の言葉を
いただきました。
当日は、報道関係者も３社取材に来られ、この取り組みを多くの方へ知らせることができました。
今回寄贈した図書を通して、これからの未来を担う子どもたちが、地球環境のことや命を考える機会
になればいいなと思います。
※現在、菊池市に設置されている「熊本菊池太陽光発電所」は、グリーンコープも出資を行い、自然電力株式会社
が運営して稼働しています。また、自然電力㈱が実施している発電所の売り上げの一部を地域に還元する取り組
みとして「1% for Community」事業を行っています。

「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

7/11現在

目標
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126,024,000円
316,533,186円

7/11現在
2022年度目標

754件
1,000件
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地域委員長の日向初美さんは、
「西部センターエリアにある、平成さくら
通り店やキープ＆ショップ こころに寄り添った活動をしたい。家族のような地域委員会
の運営を心がけたい」と話します。その言葉通り、報告事項では、地区から一斉拡大（仲
間づくり）の参加報告、お店・キープ＆ショップからも取り組みの様子が丁寧に報告され、
各地区からの参加者の多さも知ることができました。また、
「クリスマスケーキの試食が
コロナ禍で取り組めていない。代わるものとしてカップに入れるなど考えてみたが、
何ができるだろうか」とのワーカーズからの相談に対して、委員から「食べるのが
１番効果的だけれど、現物を展示するだけでもいい」などの意見が出され、地区運
営委員会などで相談してアイデアを届けることになりました。「私たちのお店・キー
プ＆ショップを一緒に盛り上げよう！の取り組み」という議題においては、委員か
ら「地区運をお店で開催したら、終了後に買い物することでお店の売り上げにもつ
ながり、お店でグリーンコープ商品を直に見ることで商品を知る機会になった」と
いう意見や、季節イベントのチラシ作成など、ワーカーズから地区にしてほしいこ
とについて発言されたり、報告や意見が出されました。他に、新規加入者フォロー
の取り組み、グリーンズカフェ、産直交流活動、
「みかん招待園」など、さまざまな提案について活発な
意見交換が行われました。
委員

７月11日（月） 菊池市立中央図書館（キクロス）で
菊池市立中央図書館（キクロス）で

図書の贈呈式を開催しました

会議の様子

ワーカーズ

「パセリ」外観

配達の車

▲

厨房の様子

さぎみ食のお弁当

▲

地域委員長、いずみ・上益城・金峰・さくら・にしくまもと・
平成の地区運営委員長及び副委員長、商品おすすめ活動委員
長（選出中）、環境活動委員長、西部センター長、平成さくら
通り店店長、一般社団法人ハピネス副理事長、西部センター
総括者の16人で構成（地域委員長は平成地区委員長との兼任）。
地域委員長

◇「配食サービスパセリ」情報◇ ◆高齢者、障がいのある方、産前・産後の方などへ、主にグ
リーンコープの食材を利用した安心・安全な手作りのお弁当を届けています。お一人様から、週
１回からでもお届けします。 ◆住所：八代市島田町1205-3 ◆電話と FAX：0965-31-0148
◆営業日と時間：月～土曜日（祝日含）８時30分～17時30分
（ホームページより抜粋）
▲

地域委員会を紹介します♪

～ 西部地域委員会

活動方針 ～

１、仲間づくりを進めます。
活動方針に沿って
・地区の活動委員が増えるような取り組みをします。
楽しく活動して
・新規加入者へグリーンコープの良さを伝えます。
いきます！
・職員、各ワーカーズと連携連帯し、グリーンコープ運動を推進します。
２、利用普及に取り組みます。
・産直品を中心に食べもの運動を推進し、グリーンコープ商品の利用普及に取り組みます。
・産直交流活動を通し、生産者と顔の見える関係作りを進めます。
３、４Ｒ運動を進めるとともにせっけんの利用を呼びかけます。
４、地域組合員の声を大切にします。
・地域組合員の声を大切に組合員活動に取り組みます。
・地域委員会、地区運営委員会から地域組合員へ情報発信して、地域組合員とのつながりを充実さ
せます。
・平成さくら通り店・キープ＆ショップ こころが、地域の拠点となるよう、職員、ワーカーズと
共に取り組みます。
エリア内のお店・キープ＆ショップ・福祉施設など
★平成さくら通り店 ★キープ＆ショップ こころ ★ちいさなパン屋さん ハピネス ★デイサービス
センターゆるりの家・アクア ★ふくしサービスセンター 虹 ★ケアプランセンター熊本西 ★古町
げんきの森保育園 ★古町幼稚園 ★田崎げんきもりもりハウス
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♥ ♥ 大好きなおすすめ商品 ♥ ♥
「てりやきミートボール」

グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

６月分
65.5％
65.5
％

本当は 「てりやきハンバーグ」のほうが一押しだっ
たのですが、残念なことに廃番になってしまったので、
今は 「てりやきミートボール」がお気に入りです。決
してほっぺたが落ちるほどの主張はありませんが、嫌味
のない飽きの来ない味付けのブランチには、温かいご飯
の上にレタスやトマトと目玉焼き、そしてこのミート
ボールを乗っけた「ロコモコ風」を作ります。
手間要らずの時短メニューですが、子どもが
喜んで食べてくれるので、助かります。

回収した
カタログの重さ

49,130㎏
↓

６ロール入り
トイレットペーパー

16,376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！

東地域本部
商品おすすめ活動委員会
（商品検討）
委員長
児玉 志野

「グリーンコープとの出会い」

グリーンコープとの出会いは４年半前、自宅訪
問されたことがきっかけでした。恥ずかしながら
「グリーンコープとは？」と、ここからでした。
その時いただいた資料に入っていた、地域組合
員総会の案内チラシで「地区運営委員募集」の文
字が目に留まり、関西出身の私は「ママ友がほし
い！」その一心で委員になりました。
実際入ってみると、食べもののことだけでなく、
環境や福祉への取り組みも熱心にされていて、と
ても感銘を受けたのを覚えています。
「もっと早
く出会いたかった！」委員長となり活動の幅が広
がった今、心からそう思っています。
組合員歴の浅い私ですが、安心・安全な食べも
のを口にする子どもの笑顔に、今日も元気とやる
気 を も ら っ て い ま す ♪ ち な み に、 お 気 に 入 り は
「すずまるつゆだく納豆」です。

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）

大好きな物語
が完結してしま
い、とても寂し
い。明治末期、
日露戦争終結直
後の北海道周辺を舞台とし
た、金塊をめぐるサバイバル
バトル漫画「ゴールデンカム
イ」は、歴史ロマン要素のほ
か、狩猟・グルメ要素、アイ
ヌなどの民俗文化の紹介要素
も併せ持っていて、その世界
観全てが私を魅了した。巡回
している「ゴールデンカムイ
展」が、今秋、福岡アジア美
術館で開催されるし、第４期
のアニメも放映される。実写
映画化も決定している。…で
も、寂しいのだ！ （
 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
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☎ 096-324-8118㈹
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印刷所／ホープ印刷㈱

■東地域本部 26,045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 38,784人
合

計

64,829人

（７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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