わたしの
おすすめレシピ
こんなに簡単でいいの？パンケーキ

11日
（金）西支部理事会「りんごとみかんのおいしい話」

洗濯用フィトンα
〜グリーン〜

エコdeグリーン

私のくらし術
梅雨の時期など、部屋干しをしなければならない
時、洗濯物の臭いが気になることはありませんか？
私も毎年困っていたのですが、
グリーンコープの
「洗濯用フィトンα〜グリーン〜」を洗濯する時に
使用すると、今まで気になっていた臭いが気にな
らなくなりました！もちろん安全な天然植物成分
なので安心ですよ♪ カタログに載っています。
雨の時はぜひ！使ってみてくださいね♪
（くらし委員 永井）

（中央支部）

31日
（木）中央支部東部地区委員会「小学生子ども料理教室」

（二葉公民館）

8月
1日
（金）東広島支部北部地区委員会「かざり巻きに挑戦！
！」
(八本松地域センター)
1日
（金）西支部南部地区委員会「小学生子ども料理教室」
（吉島公民館）
4日
（月）福山支部理事会「椿き家工場見学」(椿き家)
7日
（木）福山支部東部地区委員会「小学生子ども料理教室」
（東部市民センター）

21日
（木）東広島支部西部地区委員会「小学生子ども料理教室」
9月

（熊野町民会館）

5日
（金）中央支部東部地区委員会「輝く女性のためのステップ
（東区民文化センター）
アップ講座prat２」
※日時・会場は変更することがあります。詳しくはお届けのチラシをご覧ください。

↑ボトル800mlタイプ
原料：柑橘系抗菌剤、
石鹸素地、30数種類の
植物精油成分
など

つながる気持ち
〈たすけあい〉に寄せらせた
ありがとうの声

同じお子さんがいる方に「いいよ～」と
勧めています！
大変お世話になりました。今回共済金を受け取って「こんなに
簡単だったんだ」というのが第一の感想です。配達の担当の方
から「小さい子どもさんがいるお家には…」と勧めていただき、
掛金も手頃だしと思い、加入した途端にケガ…。
加入したばかりだし、お金をいただくなんて…と思っていまし
たが、電話のオペレーターの方もとっても丁寧に教えて下さり、
すぐに手続き、あっという間に支払い。“掛けておいてよかった”
と思いました。最近は同じ年頃の子どもさんがいる方に
「いいよ～」と勧めています。

き

▼かわらばん４コママンガ募集に
１３名の方から力作が届きまし
た︒応募くださったみなさま︑本当
にありがとうございました︒この
場を借りてお礼申し上げます︒
▼どれも素敵な作品ばかりで︑
１つの作品に絞る事にとても苦労
しました︒理事会で選考した結果
今年度の４コママンガは︑福山支
部の作田さんに描いていただく
ことになりました︒どうぞ︑
よろしくお願いします︒Ｈ(︶

8

29日
（火）西支部理事会「おこづかいゲーム」
（佐伯区福祉センター）
30日
（水）福山支部理事会「おこづかいゲーム」
（福山支部）
30日
（水）中央支部中部地区委員会「おこづかいゲーム」

４コママンガ作者より
ひとこと

目次

（東広島支部）

【作り方】
①薄力粉、ベーキングパウダー、きび砂糖をボールに入れ、泡立て器で
よく混ぜる。
②①に産直たまご、びん牛乳を加え、なめらかになるまで混ぜる。
（ダマが気になる時は、ハンドミキサーを使用してもよい）
③フライパンに薄くなたね油をひいて焼く。
※牛乳を倍量に増やしてクレープ風にしてもとっても美味しいです。
④チョコクリーム、バター、はちみつ、
メープルシロップなど、お好みのもの
を塗っていただく。ベーコンを敷いてもGOOD!!
（おすすめ委員 加賀美）

が

発行／2014年7月7日
グリーンコープひろしま理事会
広島市安佐南区緑井1-28-47
TEL(082)831-1503 FAX(082)870-1800
web・・・http://www.greencoop-hiroshima.or.jp/
組合員数 19,223人
出資金積立金総額 766,165,878円 (5/20現在)

（楽々園公民館）

11日
（金）中央支部理事会「らくらくキッチン第3弾
〜おいしい餃子の焼き方講座〜」
（祇園公民館）
16日
（水）福山支部理事会「Welcomeカフェ」
（駅家公民館）
16日
（水）東広島支部おすすめ委員会「お米deパーティー」

・薄力粉 100ｇ
・ベーキングパウダー 4ｇ
・きび砂糖（なくてもよい）20ｇ
・産直たまご 1個
・産直びん牛乳 100cc
・なたね油 少々

と

1

vol.

（安芸区民文化センター）
9日
（水）ゆめはっぴ「子ども料理教室」
（中央支部）

【材料（およそ4枚分）】

あ

行事予定

7月
1日
（火）ゆめはっぴ「子ども料理教室」
（東広島支部）
1日
（火）中央支部地域福祉委員会「救命救急講習会
〜すこやかに安全に〜」
（東区民文化センター）
8日
（火）おすすめ全体会「今日買ったこれ、何でできてる？
〜知っていますか？食品表示のこと〜」

ｐ2、2014年度事業方針/2013年度福祉活動組合員基金収支報告/総代会後の交流会
ｐ3、2014年支部総代会の報告
ｐ4、GM自生ナタネ調査/三次で初めての行事を行いました！
ｐ5、2014年度専門委員会活動方針（おすすめ全体会/くらし全体会/地域福祉全体会）
ｐ6、facebookはじめました/「楓＊グリーン」地鎮祭/福祉のご案内
ｐ7、事務局報告/配送担当者の紹介/てるてるコーナーより電話案内
ｐ8、私のおすすめレシピ/私のくらし術/ありがとうの声/行事予定/4コママンガ/あとがき

2014年6月12日（木） 西区民文化センター

第二十二期通常総代会が終了しました。
2014年度 組合員活動方針

豊かな主体をもった組合員活動を通じて、仲間づくり・利用普及を
すすめ、
グリーンコープひろしまの未来をつくっていきましょう。
グリーンコープひろしま第二十二期通常総代会が終了しました。
「組合員が主役」になるグリーンコープでは、地域組合員から総代が選出され、
それぞれの地域の代表としてグリーンコープひろしまの事業と組合員活動を
決定します。
2013年度の事業と組合員活動を報告し、2014年度の方針について審議
いただきました。
設立20周年を迎えた2013年度は、組合員みんなでお祝いし、
これからのあゆみ
につなげていけるように、20周年記念行事を柱に、
「生命を育む食べもの運動」
を広げ、
グリーンコープひろしまに集う仲間を増やし、
「いのち・自然・くらし」を
守る取り組みや、支え合い・助け合いの地域づくりをすすめる取り組みを行な
いました。
私たちの大好きなグリーンコープの食べものは、
「わが子に安全な食べものを
食べさせたい」
と願う母親たちの思いが、
グリーンコープ独自の基準として
貫かれています。当然、
グリーンコープでしか手に入りません。
この、組合員の声から生まれ、組合員の手で守られてきたグリーンコープ商品
を、
これからも食べていきたいと私たちは思っています。その思いがグリーン
コープの「今」を守っています。そして、子や孫の世代にも続いていくようにと
願うならば、
グリーンコープひろしまの「これから」を守っていけるように、
仲間の輪を広げていくことが大切です。
「グリーンコープが大好き」
という思い
は、組合員それぞれに多様です。私たち組合員が、
「グリーンコープ」をいろんな
ところで話していくことが、
グリーンコープひろしまの仲間づくりにつながって
いくと思います。
グリーンコープの新しいロゴマークは「おいしいコープ。
いのちのコープ。
グリーンコープ。」
です。
「みどり豊かな樹」
と
「みどりの地球」、それに「自然と人との共生」を現しています。
まだグリーンコープを知らない方にも知っていただけるよう
に伝えていきたいですね。
組合員の力で、
グリーンコープひろしまを広めていきましょう！
グリーンコープの地域福祉の取り組みは、
『労働協同組合 ほっとはぁーと』
(在宅ふくしワーカーズ ほっとはぁーと)のご活躍によって、
ますます広がりま
した。今年の総会において、労働協同組合としてより主体的に事業をすすめて
いかれることになりました。そして、いよいよ今秋にはグリーンコープひろしま
では二番目となるデイサービスセンター「楓＊グリーン」が安佐南区川内に
誕生します。地域に根ざしたグリーンコープの地域福祉がまた１つ、
カタチに
なります。
東日本大震災から3年と4ヶ月が過ぎました。毎年開催されてきた「東日本大震
災３年後集会」
では、未来に向かって歩み続けている方たちに出会えました。
しかし、あの日から時が止まったままの方たちもいるのです。被災地から遠く
離れた広島で、私たちにできることは何でしょうか。
これからも考え続けていく
と同時にできることを行動していくことが大切だと感じます。 （理事長 熊野）

総代会は、
グリーンコープ生協の組合員の代表である
総代が出席し、生協の活動や事業の報告をし、
2014年度の方針を決める大事な決定機関です。

総代数 110人
当日出席 109人（実出席 30人、書面議決書 79人、委任状出席 0人）
当日欠席 1人
当日出席 107人（議長 2人を除く）
で審議・採決を行ない、以下の
通りすべての議案が可決されました。
●第一号議案 2013年度活動報告承認の件
賛成 106 反対 0 保留 1
●第二号議案 2013年決算報告、並びに損失処理案承認の件
賛成 107 反対 0 保留 0
●第三号議案 2014年度組合員活動方針決定の件
賛成 104 反対 0 保留 3
●第四号議案 2014年度事業計画・予算決定の件
賛成 102 反対 0 保留 5
●第五号議案 定款変更の件
賛成 102 反対 1 保留 4
●第六号議案 規約・規定変更の件
賛成 105 反対 0 保留 2
●第七号議案 役員選任の件
賛成 103 反対 0 保留 4
●第八号議案 役員報酬決定の件
賛成 100 反対 1 保留 6
●第九号議案 議案議決効力発生の件
賛成 106 反対 0 保留 1
●質疑では、事前を含め多くのご意見をいただき、ありがとうございました。
みなさんのグリーンコープへの熱い想いを感じました。
いただいたご意見は、今後に活かしていきたいと思います。

1

目標!!

2014年度

2014年 支部総代会を開催しました。

事業方針

1. 仲間作り目標【4385件】
を目指します。
2. 県北展開を成功させます。
3. 供給目標、34億4千万を達成します。
4. 注文書の配布・回収目標を達成します。
5. 利用普及に取り組みます。
6. 経費の点検を更に進め、引き続き経費削減を行ないます。
7. 共済目標、年間1092口達成します。
県北（三次）展開の様子
8. キープ＆ショップの充実・拡大を目指します。
9. 配送ワーカーズの立ち上げを目指します。
10. 利用していただく組合員を増やし
「おいしいコープ。いのちのコープ。
グリーンコープ。」を伝えていきます。

支部総代会
って？

中央支部「ぐりーんまま」1周年祭り

主な議題

2014年度は、引き続き厳しい１年になると思いますが、新しい仲間を増やすことを最大限目指して、
グリーンコープ
ひろしまの飛躍の年となることを目指します。そして、
「おいしいコープ。いのちのコープ。
グリーンコープ。」を皆さんに
実感していただけるように、様々な改編を行ないつつ、
自分達に出来ることを精一杯やりぬきます。 （専務理事 金築）

2013年度 福祉活動組合員基金（100円基金）収支報告
・・・2013年4月〜2014年3月・・・

2013年度の
助成金
収支報告

一般財団法人グリーンコープ生協ひろしま福祉活動組合員基金
（2013年4月～2014年3月）
（単位：円）
前期繰越
45,784,061
助成金交付
36,772,308
組合員基金収入
16,009,300
委員手当
349,000
支
収 雑収入
23,000
旅費交通費
682,697
出
入
租税公課
39,500
の
の
通信運搬費
9,170
部
部
会議費
60,310
合計
16,032,300
合計
37,912,985
次期繰越額
23,903,376
１．理事会主催の福祉講演会、子育てサークル、チャレンジ家計簿クラブ、

2013年度の
子ども料理教室の取り組みなどに5,036,809円。
助成金
２．
ワーカーズの人材育成や運営に176,580円。
内訳
３．社会福祉法人グリーンコープの「夢＊グリーン」福祉用具設置、
「楓＊グリーン」開所費用に30,057,000円。
４．参加型地域福祉をすすめる個人・団体など、19の地域団体に
1,582,050円。
となりました。

これまでで一番多い19の地域団体に助成することができました。
助成の際には「学ぶ場」
としての意識をもって、基金運用委員が地域の
団体やグリーンコープの福祉施設を見学させていただきました。
今年度も、更なる基金の輪の拡がりを実感できた1年でした。

採決の様子

・議案１．2013年度
支部理事会 組合員活動報告
・議案２．2013年度
支部 事業報告
・議案３．2013年度
支部理事会 組合員活動方針
・議案４．2014年度
支部 事業方針
・議案５．2014年度
支部理事会 メンバーの紹介

採決
議案1
議案2
議案3
議案4
議案5

賛成・反対・保留

32
33
34
34
34

●●●

2013年度基金運用委員の
メッセージを紹介します。
地域には、いろいろな思いを持って活動されて
いる方々がいらっしゃることを知り、私たちの
暮らす地域でみんなが笑顔になる活動が
拡がっていることを実感しました。
福祉の真ん中にあるのは「ありがとう」の言葉。
それは特別なことではなく、ありふれた毎日の中
にあるということです。当たり前のことだけど、
とても大切なことに気づくことができました。

〜 ビンの中には 安全と愛情がいっぱい詰まっています！〜

第１部では議案書に沿って2013年度の活動や事業の報告、
2014年度の活動方針、事業方針について提案を行ない、すべて
の議案が賛成多数で承認されました。
第2部では富士製パンの方をお招きし、国産小麦の美味しさを活
かしたパン作りについてお話をしていただきました。国産小麦で
作るようになった経緯や難しさなどを聞き、安心・安全にこだわっ
た パン作りにかけるメーカーの方々の
熱い想いが伝わる学習会となりました。
また、パネルを使い「グリーン市民電力」
の事を伝えたり、出資の呼びかけを行な
い、美味しいパンを試食しながら交流を
深めました。 （西支部理事長 伊東）

東広島支部

お話をされる酪農生産者の永田さん

2013年度活動報告では、20周年記念講演会や産直を実感する
取り組み、各委員会の活動の様子や事業報告を行ないました。
第２部では、
グリーンコープ連合の濱崎さんをお招きして、産直
びん牛乳のことや酪農生産者の様子をお話していただき、参加者
からも質問や提案が活発に出されました。
グリーンコープの市民発電所については、手作り紙芝居による説
明を行い、
「分かりやすかった！」
と好評でした。
産直びん牛乳と同じ原乳で作られた新登場の”元気くんプリン”と、
”紅鮭及び秋鮭のスモークサーモンスライス”の試食は、
「どれも
おいしい！」
と好評で、注文してみたい
という方がたくさんいらっしゃいました。
2014年度も皆さんに「グリーンコープ
っていいね！」
って思っていただけるよう
に支部理事会メンバー、力を合わせて
活動していきたいです。
（東広島支部理事

藤村）

2
1
0
0
0

中央支部

東広島支部
4/15(火)

福山支部
4/15(火)

安芸区民文化センター

福山支部
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8
15
1
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4
12
0
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6
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賛成・反対・保留
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33
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33

0
0
0
0
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0
0
0
0
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賛成・反対・保留

22
22
22
22
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

賛成・反対・保留

15
15
15
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15

0
0
0
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1
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中央支部

●201４年度活動方針
グリーンコープ大好きの輪をひろげよう！
〜いのちを育む食べものを、
未来の子どもたちのために伝えよう！〜
●●●

第１部では2013年度の活動報告や事業報告を行ないました。
また
2014年度の活動方針、事業方針について提案し、すべて承認され
ました。
第２部では紙ナプキン「コットンびより」のメーカー、第一衛材の方
をお招きして学習会を行ないました。肌にやさしい紙ナプキンのこ
とを学び、利用普及につなげていきたいと思いました。
2014年度も地域組合員の皆さんに
グリーンコープ大好きの輪をたくさん
広げていけるような楽しい活動を行なっ
ていきたいと思います。
（中央支部理事長

各支部総代会
の
様子

●2014年度 活動方針
実感して伝えよう！グリーンコープ ひろげよう仲間の輪
＊安心・安全な本当においしい食べもののこと
＊地球の未来は日々のくらしから
＊人と人がつながり、支えあい、助けあうこと
組合員一人ひとりが力を合わせて未来へつなげていきましょう
●●●

0
0
0
0
0

中央支部
4/15(火)

※当日は議長委任（委任状）
での採決は行われず、本人出席、書面出席での、審議・採決を行いました。

西支部

総代会終了後、酪農生産者の方と交流会を行ないました。

2

支部名
西支部
開催日
4/16(水)
西区民文化センター
会場
総代数
36
本人出席
6
書面出席
29
欠席
1

●2014年度 活動方針
・安心、安全、おいしいをお届けします。
・仲間を増やし
「グリーンコープがいいね」を伝えていきます。

（基金運用委員会）

6月12日
（木）通常総代会を終えた午後からは、酪農生産者の方々と
「産直びん牛乳」を
美味しくいただきながら、昼食交流会を行ないました。
当日、酪農の仕事はヘルパーさん（お仕事をお休みされる時に、酪農業務を請け負って
くださる方）に依頼をして、はるばる熊本県菊池市からお越しいただきました。
日々の業務は、朝５時からスタートし、牛舎の掃除・乳牛の搾乳・餌やりなどで夕刻６時
までされているそうです。
グリーンコープがお願いしている契約酪農家さんは、non-GMO
（遺伝子組み換えをしていない）の餌にこだわっています。そのため、餌の確保も重要な
仕事の一つで、
自ら
「とうもろこし」の栽培をしているそうです。
私たちの見えないところで、
「産直びん牛乳」には生産者の多くのご苦労と、それを口に
する組合員を想う愛情がいっぱい詰まっています。食の多様化で牛乳以外の物からも
カルシウムが摂取できる日常です。
でも、安易に口に運んでるものは本当に安全でしょうか？
改めて考えさせられるお話の数々でした。
（おすすめ委員 小川）

2月に、各地区で「地区組合員総会」を行ないました。
組合員のみなさんからは様々なご意見・質問をいただき、2014年度の｢総代｣が選出されました。
続いて、4月から5月にかけて
「支部総代会」が各支部で行なわれました。
｢総代｣のみなさんに支部の活動や事業の報告、方針について審議いただく場として大切な会議です。

藤野）

福山支部
●2014年度活動方針
教えてあげたい私のグリーンコープ
〜安心・安全な食べもの、環境を守ろう〜
●●●

グリーンコープひろしまが20周年の年でもあった2013年度は、
たくさんの行事を開催する事ができました。
第1部では、行事に取り組んだ様子を報告し、審議事項すべて
承認されました。
第2部は、
ノンカップ麺製造メーカー「トーエー食品」の剣さん
のお話しをお聞きしました。インスタント食品だからこそ安全性
にこだわり、麺に使っている小麦粉やそば粉は100％国産のも
のを使用しています。人工合成添加物の「かんすい」や、化学調
味料は、一切使用していないそうです。
only oneの味を目指して試行錯誤を
重ね、いいものを美味しく、安全に
こだわり抜いた素晴らしい商品だという
事を知りました。
（福山支部理事長

新谷）

支部総代会でいただいた貴重なご意見は、支部理事会で
検討し、今後に活かしていきます。
来年は、あなたもぜひ総代になってみませんか？
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グリーンコープは遺伝子組み換えに反対しています！
昨年に引き続き、自生ナタネの遺伝子組み換え調査を3ヶ所で行いました。
西支部理事会では、3月28日に「廿日市木材港周辺」と「広電高須駅の線路沿い」でナタネを採取しました。
1ヶ所目の「廿日市木材港周辺」では、海外からの木材の輸入品の取り扱いも多く、3年前に1次検査のスクリー
ニング調査で陽性反応の疑いがあり、とても心配な場所です。（2次検査では陰性でした）
2ヶ所目の「広電高須駅の線路沿い」も、公共交通機関のすぐそばということで、日頃から気になっていました。
また、福山支部理事会では４月４日に「福山市神村町」のアキタふ卵
工場に通じる国道54号線沿いのナタネを採取、調査しました。
結果は、幸い３ヶ所とも「陰性」でした。

（西支部…検査キットを使って調べています）

ＧＭナタネ（遺伝子組み換え除草剤耐性ナタネ）が日本にも輸入されて
いる状況を考えるとＧＭナタネの心配は続きます。既に日本各地の輸入
港周辺でこぼれ落ちたナタネからＧＭ自生ナタネが確認されています。
（福山・国道５４号線沿いにて）
こぼれ落ちによるセイヨウナタネの自生は一年中確認することができるそうです。
これからも関心を持ち、活動を続けていこうと思います。 （西支部理事会 砂本）

2014年度

専門委員会活動方針
守りたい、安心・安全なグリーンコープの商品
伝えたい、本物のおいしさ

おすすめ全体会

～生産者・メーカーとの顔の見える関係を深め、
グリーンコープの商品に込められた思い(物語)を伝え、
利用普及に取り組みます～

昨年10周年を迎えた産直びん牛乳をはじめ、いくつかの商品がこのままでは食べられなくなってしまうかもしれ
ない、という危機的状況にあります。この状況を打開するために、これまで以上に商品の良さを伝え、利用普及に
取り組んでいきます。商品の良さだけでなく、グリーンコープの一つひとつの商品に込められた物語(思い)を伝え、
他にはない商品であることを知ってもらいたいと思います。
「子ども達に家族に安心・安全なものを食べさせたい」という母親の思いに応え、生産者・メーカーは大変な
苦労をされながら、努力工夫をされています。こんなに頑張ってくださっているのは、私たち
組合員との顔の見える関係が築かれているからです。この関係を深め、つくり続けてほしい、
買い支えたい、と思う組合員を増やしていきたいと思います。
産直びん牛乳が生乳に近い牛乳であるように、グリーンコープの商品は大量生産・効率を重視
したものではなく、昔ながらの伝統製法で丁寧に手をかけてつくられた、本物です。
本物のおいしさを守り、子ども達に残していきましょう！
（おすすめ委員長

三次で初めての行事を行いました！！
三次市への配達が始まり、仲間の輪が広がっています！
5/15にキープステーションで、「餃子のおいしい焼き方教室」を開催しました。
グリーンコープのカタログでおなじみの(７号 表紙に載っていましたね！）
冷凍生餃子「黒豚＆にら餃子」「黒豚＆にんにく餃子」「黒豚＆しそ餃子」
「水餃子」のメーカー「双和食品」の秋山さんにお越しいただき、
はねつきのおいしい焼き方をおしえていただきました。
①油は少し多めに ②餃子をフライパンに並べ ③餃子のまわりの粉を
流すようにお湯を加えふたをして ④４分間、じっとがまん･･･。
「フライパンをゆする」「斜めに持つ」など、家庭でついやってしまいがちな
ＮＧポイントをおしえていただきました。ふたをとってからは、はねがぱりっと、こんがりいい色になるま
で火加減を気をつければ、まるでお店で食べるようなはねつき餃子のできあがり！！
参加された組合員さんも実際に自分で焼いてみましたが、みなさん、上手に焼けて拍手で盛り上がりました！

→

秋山さんからは、餃子の材料はすべて国産、調味料もグリーンコー
プ仕様でつくられていることをお聴きし、おいしくて、しかも「安
心」「安全」な材料でつくられている『冷凍生餃子』の魅力を知る
ことができました。
主婦は何かと忙しい！そんな時はさっと焼いて、家族が喜ぶごはん
づくりにいいですね♡
毎週どれかがカタログに載っているので、ぜひ注文して食べてみて
ください！！
（理事長 熊野）

☆せっけん派生協として、せっけんの良さを伝え、広げます。
☆「４Ｒ」「脱原発」「遺伝子組み換え」などを通じて、
環境を考える活動を行います。
☆民衆交易について学び伝えます。

藤原）

くらし全体会

活動の柱は、せっけん、環境、民衆交易の３つです。
安心・安全な食べものを求めると、安心・安全な環境が必要になります。
水環境を守るためにせっけん運動が始まり、グリーンコープが関わる環境問題と
して、４Ｒ（リユースびん、袋ｔｏ袋、トレーｔｏトレー、卵のモウルドパック）
と、脱原発、遺伝子組み換えいらない運動があります。
そして、海を越えた産直としての民衆交易。
どれも母親の想いから出発したグリーンコープのベースとなる活動なのです。
（くらし委員長

地域福祉全体会

井上）

助け合い、支え合い、安心してくらせる地域をつくるため、
グリーンコープの地域福祉を実感し、
学び伝えていきましょう。

私たちは、日常を送る今の社会が安心して暮らせる街、地域になればと
思っています。でも残念ながら、「生きづらい」と考える人も多くいます。
そういう人たちにも、安心して暮らせる街づくり、地域づくりを目指し、
私たちにできること、グリーンコープにできることについて学び、
多くの人に伝えていきたいと思います。
（地域福祉委員長 反岡）
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facebook
はじめました♪

みなさま、この度、グリーンコープひろしまの公式ｆacebookページ
ができました～～～♪♪
グリーンコープひろしまの活動の様子や行事の予定、おすすめの
グリーンコープ商品やレシピ等々…、発信していきます。
「グリーンコープ生協ひろしま」のfacebookページの
「いいね」を押して、グリーンコープの良さをお友達に広げて
いただければ、とってもうれしいです！
いろんな「いいね♪」を皆さんと共有し、広げていけたらと思って
います。どうぞよろしくお願いします！！

事務局報告

＜2014年度

（１）２０１４年度の仲間作りの経過は右表の通りです。
（２）目標達成率24.7％となり、年間消化率23.6%を上回る
ペースで推進出来ています。
（３）前年度の同週と比べて、268名多くの仲間を増やすこと
が出来ています。
（４）事務局も様々に情報獲得の行動をおこなっておりますが、

5/24までの実績

春の仲間作りの様子＞
登録組合員数

西支部
中央支部
東広島支部
福山支部
ひろしま

仲間作り目標

6,392
5,930
4,215
3,116
19,653

仲間作り実績

1,230
1,515
840
800
4,385

達成率

284
324
227
246
1,081

23.1%
21.4%
27.0%
30.8%
24.7%

組合員さんからの紹介（口コミ）が一番有効です！無料サンプルなど必要な方は遠慮なくお申し付け下さい！
（５）ご親戚やお知り合いの方で、未だグリーンコープを試したことのない方がいらっしゃいましたら是非、ご紹介をお願いいたします。

「グリーンコープ生協ひろしま フェイスブック」で検索してね♪
←こちらのＱＲコードからもいけます！

配送担当者を紹介しま～す♪
◆お名前：坂田

通所介護施設「楓＊グリーン」地鎮祭を行いました。

朋美（さかた

中央支部

ともみ）

◆配達地区：安佐南区・安佐北区・西区
◆出身地：熊本県人吉市（お人好し？）

◆趣味：読書（歴史もの）

◆好きなアーティスト：細川たかし（演歌が良いですね）
前日までの雨も上がり雲ひとつない青空の下、通所介護施設「楓＊

◆休日の過ごし方：ひたすら休養しています。

グリーン」の地鎮祭が４月１４日、地主の方をはじめ４０名あまり

◆配送担当時の心に残ったエピソード：最初はお母さんの後ろに隠れていたお子

の方の出席のもと、厳かに執り行われました。儀式は厳粛な雰囲気

さんが笑顔で迎えてくれて、荷受けのお手伝いまでやってくれるようになっ

の中、滞りなく運び、身が引き締まる思いがいたしました。

た事です。

「楓」の花言葉は、「大切な思い出」です。組合員の皆様の大切な

◆配送に出て嬉しかった事：おすすめした商品が『美味しかったよ～』と感想を

何かになれるような、そして「やさしい手」で心をこめてお手伝い

いただくことがとても嬉しいです。

できるような介護施設を目指し進んで行きたいと思っております。

◆組合員さんにひとこと：いつも大変お世話になっております！

また、地主の方の優しい人柄に触れるにつけ、地域の皆様に愛され

毎週の注文書回収を一生懸命頑張っていますので、１品からでもよろしくお願いします！

る交流の場としても「楓＊グリーン」が育っていかなければと改め

◆中央支部チームリーダー沖田さんからひとこと：

て強く心に誓った次第です。

坂田さんはみんなから“師匠”と呼ばれて、もてはやされています。真面目な性格とボキャブラリーの豊か

いよいよ建設が始まりますが、スタッフも準備に力を注ぎ、また、無事施設が完成することを祈念しております。
（楓＊グリーン

☆ふくし情報でんわ☆

社会福祉法人グリーンコープ
西区・佐伯区
廿日市エリア

0120-118742

フリーダイヤル

広島市西区高須2丁目2-28

082-942-0778
082-942-0806

安佐北区・
安佐南区エリア

めーぷるネット

082-870-4652
082-870-3020
〒731-0103

てるてる
コーナーより

広島市安佐南区緑井1丁目27-4-102

おりーぶネット
082-221-9101

東区・南区・中区・
安芸区エリア

＜利用時間＞
毎週 月・火・水・木・金
（土日はお休み）
時間 9：30～16：00
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〒732−0067

広島市東区牛田旭２丁目11−13−202

受付時間：月〜金 9：30〜16：30(土・日・祝日休み)

＊グリーンコープの共同購入カタログに掲載されている商品の原材料や次はいつ
カタログで注文できるかなどについての疑問・質問にお答えします。
＊その他の要望やご意見等は従来通り支部もしくは担当者にお問い合わせください。

助け合いワーカーズでは「困った」を抱えた人の“介護、障がい福祉サービス、家事全般、
託児”を“やさしい手”で心を込めたお手伝いをしています。

はぁーとネット
〒733-0871

さからとても親しまれています！本当におもしろい方ですので組合員のみなさんよろしくお願いいたします！

有吉）

組合員のみなさんから
寄せられた質問を、
いくつかご紹介します。

Q：グリーンコープの化粧品にはパラベンが入っていませんが、防腐剤の変わりになるものが
他に入っているのですか？
A：化粧品の原料についてはグリーンコープ独自の基準を設け、安全性の確認を行った上で使用するとしてい
ます。パラベン（合成防腐剤）、ＢＨＡ（酸化防止剤）などの環境ホルモンとして指摘のある成分は配合しま
せん。「アクアシリーズ」には品質保持の目的で天然防腐剤の“ヒノキチオール”を、「モイスセラシリーズ」
では合成防腐剤の“フェノキシエタノール”を使用しています。また、保湿剤として使用している「１．２ペ
ンタンジオール（ペチレングリコール）」、「１．３ブチレンアルコール（ＢＧ）」は、いずれも防腐効果を
併せ持った合成物質です。“トコフェロール（ビタミンＥ）”は、酸化防止剤として使用しています。これら
の成分は全て、グリーンコープの安全基準に沿った物です。化粧品の成分は、グリーンコープのホームページ
より検索できます。参考にしてください。また、保管状況（温度、日光）等によって変質する可能性は考えら
れますし、取り扱い方法によって変質することもありえます。
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わたしの
おすすめレシピ
こんなに簡単でいいの？パンケーキ

11日
（金）西支部理事会「りんごとみかんのおいしい話」

洗濯用フィトンα
〜グリーン〜

エコdeグリーン

私のくらし術
梅雨の時期など、部屋干しをしなければならない
時、洗濯物の臭いが気になることはありませんか？
私も毎年困っていたのですが、
グリーンコープの
「洗濯用フィトンα〜グリーン〜」を洗濯する時に
使用すると、今まで気になっていた臭いが気にな
らなくなりました！もちろん安全な天然植物成分
なので安心ですよ♪ カタログに載っています。
雨の時はぜひ！使ってみてくださいね♪
（くらし委員 永井）

（中央支部）

31日
（木）中央支部東部地区委員会「小学生子ども料理教室」

（二葉公民館）

8月
1日
（金）東広島支部北部地区委員会「かざり巻きに挑戦！
！」
(八本松地域センター)
1日
（金）西支部南部地区委員会「小学生子ども料理教室」
（吉島公民館）
4日
（月）福山支部理事会「椿き家工場見学」(椿き家)
7日
（木）福山支部東部地区委員会「小学生子ども料理教室」
（東部市民センター）

21日
（木）東広島支部西部地区委員会「小学生子ども料理教室」
9月

（熊野町民会館）

5日
（金）中央支部東部地区委員会「輝く女性のためのステップ
（東区民文化センター）
アップ講座prat２」
※日時・会場は変更することがあります。詳しくはお届けのチラシをご覧ください。

↑ボトル800mlタイプ
原料：柑橘系抗菌剤、
石鹸素地、30数種類の
植物精油成分
など

つながる気持ち
〈たすけあい〉に寄せらせた
ありがとうの声

同じお子さんがいる方に「いいよ～」と
勧めています！
大変お世話になりました。今回共済金を受け取って「こんなに
簡単だったんだ」というのが第一の感想です。配達の担当の方
から「小さい子どもさんがいるお家には…」と勧めていただき、
掛金も手頃だしと思い、加入した途端にケガ…。
加入したばかりだし、お金をいただくなんて…と思っていまし
たが、電話のオペレーターの方もとっても丁寧に教えて下さり、
すぐに手続き、あっという間に支払い。“掛けておいてよかった”
と思いました。最近は同じ年頃の子どもさんがいる方に
「いいよ～」と勧めています。

き

▼かわらばん４コママンガ募集に
１３名の方から力作が届きまし
た︒応募くださったみなさま︑本当
にありがとうございました︒この
場を借りてお礼申し上げます︒
▼どれも素敵な作品ばかりで︑
１つの作品に絞る事にとても苦労
しました︒理事会で選考した結果
今年度の４コママンガは︑福山支
部の作田さんに描いていただく
ことになりました︒どうぞ︑
よろしくお願いします︒Ｈ(︶
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29日
（火）西支部理事会「おこづかいゲーム」
（佐伯区福祉センター）
30日
（水）福山支部理事会「おこづかいゲーム」
（福山支部）
30日
（水）中央支部中部地区委員会「おこづかいゲーム」

４コママンガ作者より
ひとこと

目次

（東広島支部）

【作り方】
①薄力粉、ベーキングパウダー、きび砂糖をボールに入れ、泡立て器で
よく混ぜる。
②①に産直たまご、びん牛乳を加え、なめらかになるまで混ぜる。
（ダマが気になる時は、ハンドミキサーを使用してもよい）
③フライパンに薄くなたね油をひいて焼く。
※牛乳を倍量に増やしてクレープ風にしてもとっても美味しいです。
④チョコクリーム、バター、はちみつ、
メープルシロップなど、お好みのもの
を塗っていただく。ベーコンを敷いてもGOOD!!
（おすすめ委員 加賀美）

が

発行／2014年7月7日
グリーンコープひろしま理事会
広島市安佐南区緑井1-28-47
TEL(082)831-1503 FAX(082)870-1800
web・・・http://www.greencoop-hiroshima.or.jp/
組合員数 19,223人
出資金積立金総額 766,165,878円 (5/20現在)

（楽々園公民館）

11日
（金）中央支部理事会「らくらくキッチン第3弾
〜おいしい餃子の焼き方講座〜」
（祇園公民館）
16日
（水）福山支部理事会「Welcomeカフェ」
（駅家公民館）
16日
（水）東広島支部おすすめ委員会「お米deパーティー」

・薄力粉 100ｇ
・ベーキングパウダー 4ｇ
・きび砂糖（なくてもよい）20ｇ
・産直たまご 1個
・産直びん牛乳 100cc
・なたね油 少々

と

1

vol.

（安芸区民文化センター）
9日
（水）ゆめはっぴ「子ども料理教室」
（中央支部）

【材料（およそ4枚分）】

あ

行事予定

7月
1日
（火）ゆめはっぴ「子ども料理教室」
（東広島支部）
1日
（火）中央支部地域福祉委員会「救命救急講習会
〜すこやかに安全に〜」
（東区民文化センター）
8日
（火）おすすめ全体会「今日買ったこれ、何でできてる？
〜知っていますか？食品表示のこと〜」

ｐ2、2014年度事業方針/2013年度福祉活動組合員基金収支報告/総代会後の交流会
ｐ3、2014年支部総代会の報告
ｐ4、GM自生ナタネ調査/三次で初めての行事を行いました！
ｐ5、2014年度専門委員会活動方針（おすすめ全体会/くらし全体会/地域福祉全体会）
ｐ6、facebookはじめました/「楓＊グリーン」地鎮祭/福祉のご案内
ｐ7、事務局報告/配送担当者の紹介/てるてるコーナーより電話案内
ｐ8、私のおすすめレシピ/私のくらし術/ありがとうの声/行事予定/4コママンガ/あとがき

2014年6月12日（木） 西区民文化センター

第二十二期通常総代会が終了しました。
2014年度 組合員活動方針

豊かな主体をもった組合員活動を通じて、仲間づくり・利用普及を
すすめ、
グリーンコープひろしまの未来をつくっていきましょう。
グリーンコープひろしま第二十二期通常総代会が終了しました。
「組合員が主役」になるグリーンコープでは、地域組合員から総代が選出され、
それぞれの地域の代表としてグリーンコープひろしまの事業と組合員活動を
決定します。
2013年度の事業と組合員活動を報告し、2014年度の方針について審議
いただきました。
設立20周年を迎えた2013年度は、組合員みんなでお祝いし、
これからのあゆみ
につなげていけるように、20周年記念行事を柱に、
「生命を育む食べもの運動」
を広げ、
グリーンコープひろしまに集う仲間を増やし、
「いのち・自然・くらし」を
守る取り組みや、支え合い・助け合いの地域づくりをすすめる取り組みを行な
いました。
私たちの大好きなグリーンコープの食べものは、
「わが子に安全な食べものを
食べさせたい」
と願う母親たちの思いが、
グリーンコープ独自の基準として
貫かれています。当然、
グリーンコープでしか手に入りません。
この、組合員の声から生まれ、組合員の手で守られてきたグリーンコープ商品
を、
これからも食べていきたいと私たちは思っています。その思いがグリーン
コープの「今」を守っています。そして、子や孫の世代にも続いていくようにと
願うならば、
グリーンコープひろしまの「これから」を守っていけるように、
仲間の輪を広げていくことが大切です。
「グリーンコープが大好き」
という思い
は、組合員それぞれに多様です。私たち組合員が、
「グリーンコープ」をいろんな
ところで話していくことが、
グリーンコープひろしまの仲間づくりにつながって
いくと思います。
グリーンコープの新しいロゴマークは「おいしいコープ。
いのちのコープ。
グリーンコープ。」
です。
「みどり豊かな樹」
と
「みどりの地球」、それに「自然と人との共生」を現しています。
まだグリーンコープを知らない方にも知っていただけるよう
に伝えていきたいですね。
組合員の力で、
グリーンコープひろしまを広めていきましょう！
グリーンコープの地域福祉の取り組みは、
『労働協同組合 ほっとはぁーと』
(在宅ふくしワーカーズ ほっとはぁーと)のご活躍によって、
ますます広がりま
した。今年の総会において、労働協同組合としてより主体的に事業をすすめて
いかれることになりました。そして、いよいよ今秋にはグリーンコープひろしま
では二番目となるデイサービスセンター「楓＊グリーン」が安佐南区川内に
誕生します。地域に根ざしたグリーンコープの地域福祉がまた１つ、
カタチに
なります。
東日本大震災から3年と4ヶ月が過ぎました。毎年開催されてきた「東日本大震
災３年後集会」
では、未来に向かって歩み続けている方たちに出会えました。
しかし、あの日から時が止まったままの方たちもいるのです。被災地から遠く
離れた広島で、私たちにできることは何でしょうか。
これからも考え続けていく
と同時にできることを行動していくことが大切だと感じます。 （理事長 熊野）

総代会は、
グリーンコープ生協の組合員の代表である
総代が出席し、生協の活動や事業の報告をし、
2014年度の方針を決める大事な決定機関です。

総代数 110人
当日出席 109人（実出席 30人、書面議決書 79人、委任状出席 0人）
当日欠席 1人
当日出席 107人（議長 2人を除く）
で審議・採決を行ない、以下の
通りすべての議案が可決されました。
●第一号議案 2013年度活動報告承認の件
賛成 106 反対 0 保留 1
●第二号議案 2013年決算報告、並びに損失処理案承認の件
賛成 107 反対 0 保留 0
●第三号議案 2014年度組合員活動方針決定の件
賛成 104 反対 0 保留 3
●第四号議案 2014年度事業計画・予算決定の件
賛成 102 反対 0 保留 5
●第五号議案 定款変更の件
賛成 102 反対 1 保留 4
●第六号議案 規約・規定変更の件
賛成 105 反対 0 保留 2
●第七号議案 役員選任の件
賛成 103 反対 0 保留 4
●第八号議案 役員報酬決定の件
賛成 100 反対 1 保留 6
●第九号議案 議案議決効力発生の件
賛成 106 反対 0 保留 1
●質疑では、事前を含め多くのご意見をいただき、ありがとうございました。
みなさんのグリーンコープへの熱い想いを感じました。
いただいたご意見は、今後に活かしていきたいと思います。
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