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「カーボンニュートラル」とは「温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことを
意味しています。
「 全 体 と し て ゼ ロ に す る 」 と は「 排 出 量 か ら 吸 収 量 と 除 去 量 を 差 し 引 い
た合計をゼロにする」ということです。地球温暖化や異常気象などの気候変動を、皆さん
も感じておられるのではないでしょうか。毎年のようにどこかで大雨による災害が起こっ
ています。くまもとにとって、
「令和２年７月豪雨」は忘れることができない災害です。
また、世界では熱波による火災も起こっています。
２０３０年までに根本的な対策をとらなければ、気候変動による壊滅的な被害を防げる
可能性はほとんどなくなり、不可逆的になると言われています。これまで「みどりの地球
をみどりのままで子どもたちに手渡したい」という願いを持ち、環境を守るために「４Ｒ
運動」や「グリーンコープでんき」を実践してきたグリーンコープだからこそできること
として、
「グリーンコープでんき」を使用したＥＶ車への切り替え、配送時にドライアイ
スを使わない冷凍品の保存など、ＣＯ ２２を減らす検討をすすめていきます。そのために一
人ひとりの取り組みとして、商品価格に１％上乗せを実施します。
「２０２７カーボンニュートラル」にみんなで取り組んでいきましょう。
グリーンコープ生協くまもと 理事長 小林 香織

「２０２７カーボンニュートラル」について、

これからグリーンコープが取り組むこと

「みどりの地球をみどりのままで」という先輩組合員の想いを引き継ぎ、「グリーンコー
プ運動」を継続して行っています。
「２０２７カーボンニュートラル」の取り組みを、そ
の集大成と位置付け、２０２７年までにグリーンコープが事業で排出する温室効果ガス
（ＣＯ ２２）を実質ゼロにするため植林や植樹を行い、ＣＯ ２２を排出しない「グリーンコープ
でんき」の発電・供給・利用を通して「２０２７カーボンニュートラル」を実現します。
しかし、この取り組みには資金が必要です。そのために、
一、組合員を増やし、事業を拡大し事業効率を改善して、剰余１％（年間約６億円）を
生み出し、財源へ。
二、商品価格に１％上乗せして（年間約６億円）、組合員みんなの利用によって財源を。
三、お取引先の事業高も増やし、お取引先と一緒に「カーボンニュートラル」に取り組
み、お取引先に広告や利用拡大の費用の拠出を呼びかけます。
この取り組みの原点は、２０２０年 月にグリーンコープへ届いた、ＧＣひろしまの組
合員からの１通の手紙です。気候危機について真剣に捉えられ、
「グリーンコープとして
何ができるのか、組合員に何ができるのか、このままではいけない、何か行動を起こして
ほしい」と訴えかけられました。気候危機は地球規模の問題です。「グリーンコープ運動」
として 年以上前から組合員が取り組んできたことについて、やっと世の中が気付き考え
出しているのではないかと感じています。そして、
「グリーンコープ運動」があってこそ、
５年後に「カーボンニュートラル」を実現する計画が立てられるのです。皆さんのご理解
とご協力を何卒よろしくお願いいたします。
グリーンコープ生協くまもと 専務理事 上村 猛
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第二十二期臨時総代会の開催について

2022年10月６日
（木） 10時30分～12時45分
嘉島町民会館 上益城郡嘉島町大字上島545
第１号議案 「２０２７カーボンニュートラル」に向かう件
第２号議案 議案効力発生の件
■期日
■場所
■議案

9月
2年 19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/
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地域委員会を紹介します♪
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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、西地域本部の松橋地域委員会を紹介します。
（８月19日取材）

松橋地域委員会
紹介

構成メンバー

地域委員長、３つの地区（宇土、宇城・美里、みどり川）の委員
長・副委員長、商品おすすめ活動委員長、環境活動委員長、松橋
センター長、企業組合ワーカーズ・コレクティブ・レインボー、
松橋センター総括者の14人で構成（地域委員長は、みどり川地
区委員長との兼任）
。

会議の様子

委員長

毎月、豊野防災拠点センターで行っていますが、この日は９月開催の
「やまびこ会れんこん料理講習会」の会場となる不知火防災拠点センター炊き出し室に
て、下見を兼ねて開催。託児室には夏休み中の子どもたちの姿も見られました。
竹下美沙子地域委員長の進行で、地区や活動委員会、ワーカーズ・職員からの活動報
告の後、検討事項に移りました。
「2022年度グリーンズカフェ（秋の組合員のつどい）
」については、参加目標人数を掲げ、キープ＆
ショップでの開催や、班会の内容について検討を進めました。新規加入者フォローの取り組みとして11月
開催予定の「はじめましての会」では、肉パーティーやフルーツサンド作りなど、
楽しいアイデアが出されて盛り上がりました。
「やまびこ会れんこん料理講習会」は、
子育てサークル「ミニひまわりーズ」にも参加を呼びかけ、交流予定です。産直交
流活動では、12月開催の「㈱阿蘇小国郷」産直交流について、交流会の内容を検討
しています。早期予約りんご・みかんの取り組みとして、商品おすすめ活動委員会
で作成したバッジの贈呈式を行い、ワーカーズと職員の２人が笑顔で受け取りました。
最後に、７月29日に商品おすすめ活動委員会主催で開催した「㈱小林甚製麺」学
習会の内容を報告しました。その際に紹介されたＧＣ「ざるうどん」の時短レシピを
もとに、「乾麺を40分水に浸して２分茹でる」というメーカー直伝の調理方法での
食べ方を、全員で確認し合いました。
「早期予約呼びかけ
バッジ」を贈呈

意見交換の様子

～ 松橋地域委員会 活動方針 ～
一、仲間づくりを進めます。
活動方針に沿って
⑴ 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
⑵ 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！
⑶ 職員、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。
二、利用普及に取り組みます。
⑴ 産直５品（びん牛乳、米、青果、たまご、肉）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。
⑵ 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。
⑶ メーカー生産者による学習会や、視察を通じて商品の確かさを伝えていきます。
三、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。
四、地域組合員の声を大切にします。
⑴ 地域委員会、地区運営委員会から地域組合員への情報発信（広報誌など）や地域組合員の声を
大切に組合員活動に取り組み、地域組合員とのつながりを充実させます。
⑵ キープ＆ショップ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。

「不戦」はグリーンコープの原点です。
一人ひとりが「平和」をつなぐために、「不戦」について考えましょう。

８月９日
（火）
、
「不戦」と書かれたゼッケンを付けた子どもたち
が３年ぶりに自転車で走りました。本来なら長崎自転車隊発祥の
地「無名舎こどもの家」がある福岡県柳川市を出発するところで
すが、コロナ禍によりスタート地点を変更しました。ゴールの爆
心地公園では、平和を願う千羽鶴を奉納し、原子爆弾投下の11時
02分に黙祷を捧げました。今年度、くまもとでは「応援隊」と
して参加しました。茹だるような暑さの中、自転車で日見峠を駆
け上がる子どもたちに、沿道からエールを送りました。参加した
理事の感想を届けます。（参加者：29人）

二度と繰り返してはならない願いを込めて

77年前の８月９日11時02分を思いながら

小１、小４の子どもと初めて参加しました。暗
い中出発し、８時すぎには長崎の日見峠に到着。
まず、長く続く坂を見て、「ここを自転車で？」
と驚きました。汗だくの自転車隊の皆さんに力を
もらいながらも、応援しました。
爆心地公園では「平和のつどい」に参加し、
11時02分に黙祷を捧げました。辺りは静まり返
り、77年前に起きたことを絶対繰り返してはな
らないと願いました。
組合員皆の想いを込めた千羽鶴を奉納し、素晴
らしい経験ができた１日となりました。
 西地域本部 商品おすすめ委員長 坂田 未来

11時02分の原爆投下時間に合わせて黙祷した
時、それまで響いていたシュプレヒコールが静ま
り、ざわざわと木々を揺らすほどの強い風が吹き
ました。私にはそれが、原爆で命を落としてし
まった方々が「二度とあの悲劇を起こさないで！
私たちの声なき声を伝えて！」と言われているよ
うに感じました。
我が子をはじめ、たくさんの子どもたちと一緒
に、８月９日にあの場所で祈りを捧げ、平和につ
いて語る機会が持てたことに感謝します。

東地域本部 地域理事長 株元 知子

「不戦」の願いを伝えたい
「不戦」のゼッケンを付けた子どもたちが、顔
を真っ赤にして自転車で一生懸命に日見峠を駆け
上がる様子、また応援隊に参加したくまもとの子
どもたちの姿に、目頭が熱くなりました。
昨今の世界情勢を受けて、国内でもグリーン
コープが原点に掲げる「不戦」が脅かされるよう
な恐ろしい世論が高まっているように感じます。
「共生・平和長崎自転車隊」の取り組みを通して、
私たちがまさに次世代へ、グリーンコープが考え
る平和の意義を伝える責任があると感じます。

東地域本部 環境活動委員長 久保 智絵美

平和ってあたり前ではないんだね
今回初めて参加しました。小３の娘が何かを感
じてくれればという想いがありました。
日見峠・沿道を２ヶ所で自転車隊の応援をしま
したが、汗だくで頑張っている子どもたちの姿を
見て親子で感動しました。
爆心地公園では、さまざまな団体の不戦・反戦
の訴えを目にし、平和に対する願いは皆同じなん
だと実感しました。
平和祈念像の前で手を合わせながら、娘と「平
和ってあたり前ではないんだね」と話しました。
何か感じ取ってくれたようでした。

東地域本部 福祉活動委員長 廣末 信代

エリア内のキープ＆ショップ・福祉施設など
★キープ＆ショップ松橋センター（元気くんランド）
★ふくしサービスセンター「ほたる」★ グループホーム「ほのか・豊野」★ ふくしサービスセンター「笑」
★デイサービスセンター「ゆるりの家・松橋」★ ケアホーム「たけんこ」★ ケアプランセンター宇城
★生活介護事業所「ちなむ」
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～委員会・活動 委員会のページ～

西地域本部
福祉委員会

やわらかいレトルト食品、もう試されましたか？

「おじや 鶏ごぼう」
（試食４人）
・薄味で赤ちゃんからお年寄りまで良い。
・高齢者にはもう少し濃い味付けが食が進
味
み美味しく食べられそう。
・だしの味をしっかり感じる。
形状 ・素材の形が残っている。
・湯せんで簡単で良い。
感想 ・具がたくさん入っていて栄養バランスが
良い。
「やわらか 肉じゃが」
（試食２人）
味 ・味付けがしっかりしている。
形状 ・良い。
感想 ・肉がやわらかくて良い。
どの商品も、湯せんや器に移してレンジで温
めるだけでなく、開封してそのまま食べること
ができるので、非常食や災害支援食として使え
るという感想が多かったです。

環境委員会

「玄米かぼちゃリゾット」
（試食３人）
・ほのかな塩味。
味
・薄めだがしっかり味が付いている。
・リゾットというよりスープに近い。
形状
・大豆ときくらげの粒の食感が楽しい。
・具がすべてやわらかく薄味です。
感想 ・一般の大人には、量や食べごたえとして
ちょっと物足りないかも。
「玄米トマトリゾット」
（試食４人）
・ブラックペッパーが効いている。
・塩味がしっかりある。
味
・トマトのさっぱりした味だが、鶏ガラの
うまみもある。
・お米の粒がしっかり残っている。
形状
・玄米も大豆も形が残っている。
感想

・コショウを感じるので大人には美味しい
が幼児には不向きかも。
・トマトを食べられる子どもなら好みそう。

グリーンコープ の４Ｒ運 動

グリーンコープでは、限りある資源を守り、ごみの廃棄を減
らすため、４Ｒ運動に取り組んでいます。環境委員会では、１
人でも多くの組合員にこの４Ｒ運動を伝える活動をしています。
私たちのひと手間が、地球の資源を守ることにつながります。
仕分け袋は、また
仕分け袋（袋 to 袋）に！

お肉などのトレーは、トレーの
一部（トレー to トレー）に！

私たちは、リサイクル（再生利用）によって生まれ変わります！
！
たまごのモウルドパックは
段ボールなどの原料に！

カタログやチラシは
「トイレットペーパー」に！

カタログ回収によって得られた利益 ( １kg に付き３円 ) は、
「グリーンコープこども基金」の財源
となります。リサイクルでき、ごみも減らせて、地域の子どもが明日を生きる“ちから”になる！ と、
良いことばかり。見終わったカタログやチラシは、グリーンコープにお返しください。

商品おすすめ委員会

おすすめ商品紹介
5

「そのままお弁当へ からあげ」
凍ったままお弁当へ入れられるので、本当に
便利♪産直若鶏を使用しているのでやわらかく
とっても美味しいですよ！ 馬場商品委員長

おもちゃのカンヅメ

商品おすすめ活動委員会

～りんごとみかんのお話会～
６月30日（木）、コロナ禍でこの数年リアルでは開催できていなかった「おもちゃのカンヅメ」を

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。

福祉委員会では、小さなお子さんや、高齢者、病中病後の方など、さまざまな立場からの福祉の
観点をもって、４商品の試食を行ってみました。味や食感など、それぞれの委員の感想ではありま
すが、役立つ情報の１つとして、お届けできれば良いなと思います。
単品では量が少ないと感じる時は、スープやおかずを追加してください。
試食した４商品以外にも、 「玄米コーンリゾット」 「やわらか 鶏野菜
シチュー」 「おじや かきたまごぼう」などがあります。

東地域本部

熊本県立劇場で開催しました。
まず、りんご生産者の「八ケタ会」の方にりんごができるまでのお話をしていただき、まだ雪が
残っている時から作業を始めていること、たくさんの病気があり、その１つ１つに丁寧に対策をし
て、安心・安全なものを私たちに届けられるように努力してくださっていることがわかりました。
次に、みかん生産者の「佐伊津有機農法研究会」の方も同じようにお話をしていただき、一般のみ
かん農家の方が使用している農薬をなるべく使わずに、手作業で摘果や草刈りをし、手間暇かけて丁
寧に作ってくださっていることを感じました。しかし、気温の上昇や雨の影響で、収穫したみかんを
廃棄する量が多くなっているそうです。
どちらの生産者の方も私たちからのアンケート
の回答をとても楽しみにされており、励みになっ
ていると言われていました。安心・安全なものを
届けようと努力してくださっている生産者の方へ
の感謝の気持ちを、注文という形でこれからも
しっかり届けようと思います。


商品おすすめ活動委員

小川 梨恵

福祉活動委員会

グリーンコープの葬祭サービス

グリーンコープの葬祭事業は、送る人・送られる人の想いを大切
にし、納得のいく葬儀を行いたいという組合員の想いから誕生しま
した。透明な料金体系の組合員価格なので安心です。
東地域本部内には「しらかわ自然庵」
「つぼい自然庵」がありま
すので、まずはお気軽にお問い合わせ・見学をしてみませんか？
グリーンコープ葬祭サービス
24時間受付・年中無休


フリーダイヤル

0120－222－782

福祉活動委員長

８月９日「長崎平和のつどい」に参加しました

廣末 信代

環境活動委員会

「平和のつどい」では、東地域本部の地区委員・ワーカーズ・職
員、さらに７月にグリーンコープ長嶺店で行った、折り鶴作成の取
り組みで皆さんに折っていただいた折り鶴で完成させた千羽鶴を、
奉納させていただきました。
東地域本部からは大型バスで応援隊を出していただき、参加した
子どもたちからは「自転車をこぐお兄さんお姉さんがとても格好よ
かった」「家で平和について家族と話します」といった感想が上が
り、子どもたちの視点で平和について考える機会を持つことができ
たようでした。


環境活動委員長

久保 智絵美
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2021年９月新登場から１周年！

「tsuyasara（つやさら）
」

私たちの声を届けましょう！

「遺伝子組み換え作物反対に関する署名」の
ご協力をお願いします！

うるおいを与えてしっとりとまとまる髪へ導く、
シリコンフリーの

皆さんのところへ、「遺伝子組み換え作物反対に関する署名」の用紙を配布しています。
毎年行っている署名ですが、「遺伝子組み換え作物を食べたくない！」
「遺伝子組み換え作物

を作ってほしくない！」と継続して私たちの声を届けることは、行政の遺伝子組み換え作物へ
の関心につながっています。また、広く地域に知らせることにもつながっています。今回の要
望には入っていませんが、ゲノム編集食品についても、もっと多くの人に知らせ、関心を持っ
てもらうことは、安心・安全な食べものを求める仲間を増やすことになると思います。
集まった署名は、11月に熊本県や熊本市、署名用紙を配布した該当の自治体へお届けし、
皆さんの声を届けます。組合員の皆さんには、ご自身やご家族に加え、ぜひ、お知り合いやお
友だちなどに署名運動について話題にしていただき、多くの声を届けるためにご協力をいただ
きますようお願いします。

グリーンコープ生協くまもと

理事長

要望書（署名用紙）

署名のお願い

「遺伝子組み換え作物反対に関する署名」
★署名用紙を配布しています。
配布期間 2022年９月12日（月）～９月16日（金）
回収期間 2022年９月19日（月）～10月14日（金）
★署名用紙は、注文書と一緒にクリアケースに入れて
提出してください。

小林 香織

家庭用太陽光発電の余剰電力買い取りについて
グリーンコープの卒ＦＩＴ買取サービスをおすすめします！
１．卒ＦＩＴ買取サービスを取り扱っています。
家庭用の太陽光発電は、国が定めた「固定価格買取制度（ＦＩＴ）
」により、10年間、電力会社
が買い取ります。この期間を終了してＦＩＴを卒業した太陽光発電は、各電力会社が独自に取り扱
う「卒ＦＩＴ買取サービス」と契約を結ぶことができます。

２．グリーンコープの買取サービスをおすすめします。
① 買取単価は九州エリアは８円 /kWh です。
② 手数料・解約時の違約金などはありません。
③ 買取後は「グリーンコープでんき」として供給されます。

３．満期通知書が届いたらご連絡ください。
メリットは大きくなります。まずは資料請求をしてみてください。

「グリーンコープでんき」
ホームページ

詳しくは「グリーンコープでんき」ホームページをご覧ください。

「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

8/15現在

目標
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125,864,000円
316,533,186円

8/22現在
2022年度目標

755件
1,000件

Ꮠʓʵ
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ʪʰʒˑ ΏΏ
˥̊ ̨˫ᷣ Ώ

「グリーンコープでんき」担当常務

「グリーン電力出資金」

植物由来のエモリエント成分
をバランスよく配合することで、
パサつきを抑え、毛髪に自然な
ツヤとうるおいを与えながら保
護します。
★スクワラン
使い続けることで、
つややかな髪へと
導きます。

★ホホバ種子油
★マカデミア種子油
★オリーブ果実油
★カニナバラ果実油

★セラミド NG ★加水分解ケラチン（カ
シミヤヤギ由来）★加水分解コンキオリ
ン（真珠由来）★ユズ果実エキス

水分と油分のバランスがよく、
初心者でも使いやすい
ミルクタイプ。

メーカー：
「㈱地の塩社」
（熊本県山鹿市）
1975年創業。 「おふろのしゃぼん無香料」
「山鹿温泉水を使った化粧水 桜ゆらら」
をはじめ、グリーンコープ取扱商品多数。

乾いた髪や、シャンプー後の半乾き
の髪に、適量を手に取ってなじませ

写真左から
取締役副社長 田口さん
技術開発部部長 樫本さん
技術開発課 東谷さん

るだけでＯＫ。子どもから大人まで、
もちろん男性にもオススメです！

「シリコンフリー」です！
「髪の美容液セラセーヌ」の後継品として
開発をスタートしたので、シリコン入りで検討
をすすめていました。しかし、開発担当の東谷
さんが試作の段階で、シリコン入りの「さらさ
ら」の使い心地もいいけれど、
「しっとり」仕
上がるシリコンフリーに着目され、
併せて提案。くまもとの商品開発
委員会で検討し、シリコンフリー
での登場となりました。

「tsuyasara（つやさら）
」製造の様子
①大牟田市の「㈱地の塩社」関連会社で、真空乳
化釜にて「tsuyasara」の原料をクリーム状に加工
します。
（約2,500本分）②「㈱地の塩社 第２工場」
で、①をオレンジ色の容器に充填していき、透明の
フィルムで包装（シュリンク）、
箱詰めして完成です。
主な工程は機械で行われます
が、人の手と目で１つ１つ厳し
くチェックされています。

グリーンコープのクリスマスケーキ

買取金額の差は数円程度ですが、年を追うごとに切り替える



洗い流さないヘアトリートメントです！

ヘアコンディショニング成分に
併せてセラミド類似成分を配合。
ダメージをしっかりと補修しな
がら、さらさらとしたしなやかな
指どおりの毛髪へ導く効果が期待
できます。

高田 宰

ɻ˭̵̧̰˰̵̔ʭ˙ʓɼ
ᄋ౼៧ʵǡ
ވ൳ࣔව૭ࣺ͈අ༆૭
ࣺȪːܱࠥවȫ၇ͅ૭ࣺ
ȬȲȲȮ
๔ġġġȁȁȁ͂ତၾܱͬ
ව̱Ȃ̮̩̺̯̞

★オペラ★
ついにクリスマスケーキに
「オペラ 275ｇ」が登場し
ます！クリスマスにぴったり
７層仕立てのコーヒーリ
キュールのほろ苦さが美味し
い大人向けのチョコレートケーキです。コーヒー
はもちろん、ワインやシャンパンと一緒に、少し
贅沢なクリススマスを楽しむのもオススメです♪♪
西地域本部 商品おすすめ委員会
商品委員長 馬場 未菜

★アニマルケーキ★
ズコット型ケーキの中は、
甘酸っぱいラズベリーの果肉
入りムースとディプロマット
クリームとスポンジケーキが
層になっていて、見た目だけ
でなく味も楽しめます☆
ケーキの周りをイチゴや季節の果物でデコレー
ションして、より華やかに♪
東地域本部 商品おすすめ活動委員会
委員長 児玉 志野

「クリスマスケーキのカタログ」は、カタログ GREEN31号（10/10～10/14）と一緒に配布。
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グリーンコープ生協くまもと

カタログ回収率

10月１日
（土）、２日（日）
オープニングまつり開催！

回収した
カタログの重さ

43,360㎏
↓

６ロール入り
トイレットペーパー

14,453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！

西地域本部 地域理事

柳川 真希

宇城・美里地区運営委員会

委員長

グリーンコープは光

今の家に住み始めたのを機に、組合員になりま
した。その時サンプルでもらったＧＣ「生乳たっ
ぷ り ヨ ー グ ル ト 」 が、 当 時 ３ 歳 だ っ た 長 女 の 初
ヨーグルトです。それまでは、原材料の産地や添
加物などが心配で、加工品は与えていませんでし
た。一口目を食べた時のキラキラした目を思い出
すと、今でも笑顔になってしまいます。
体を作る真っ最中の子どもたちに良くないもの
を食べさせたくない。ささやかで最低限の願いで
すが、叶えることは簡単ではない時代だなとよく
思います。そのような中で、グリーンコープ商品
の確かさ、安心・安全さは光です。
もっと多くの人に、その良さを伝え広めていき
たい。そのために、地区運営委員として何ができ
るのかを、他のメンバーと共に考え、活動してい
きたいです。

わたしとグリーンコープ

57.8％
57.8
％

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♪

「令和２年７月豪雨」で被災した
「キープ＆ショップ人吉」が、11月末
に移転し、子どもの居場所が隣接する
自然冷媒を使った冷蔵庫、LＥＤ照明、 複合施設「ヒトハレハウスいっとこ」
屋 根 に は 太 陽 光 発 電 と、「 カ ー ボ ン
として新規オープンします！より地域
ニュートラル」を意識したグリーンコー
に密着し、寄り添った活動をすすめて
プで初めての店舗のオープンです！
いきます！みんながホッとできる場所
１日、２日のオープニングまつりに、 です！ぜひ遊びに来てください！お待
ぜひ足をお運びください！
ちしています♪
東地域本部 地域理事長 株元 知子
西地域本部 地域理事長 八木 佳奈

７月分

小学生の頃に、
日本の森林面積
の割合を約 ％
と 習 っ た が、 そ
の数字は半世紀
以上経った今もあまり変わっ
ていないらしい。それでも、
世界規模の気候変動は否応な
く私たちの生活を脅かす。
「こ
れまでにない…」はこれまで
の経験が、全く役に立たない
と い う こ と だ。 そ う い え ば
「 暑さ寒さも彼岸まで 」とい
うことばをいつの頃からか聞
か な く な っ た。
「 衣替え 」と
いうことばもそのうち「死語」
になりそうだ。夏用と冬用の
衣服があれば、年間を通して
何とかなる。うれしいやら悲
（伊藤）
しいやら。 

者だより
編集
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■東地域本部 26,074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

襖や畳の張り替え、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 38,799人
合

計

64,873人

（８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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