この元気通信は、
つどいにご持参下さい

（1）つどいのしおり

つどいのしおり

緑の地球を
みどりのままで

2013
9月16日

今月の組合員数
日 田
県 北
別 府
大分西
県 南
大分東

2,037
2,933
3,188
5,059
7,423
2,515

243

寒田店
850
西の台店
746
高城店
1,546
別府店
785
合 計 27,082
（前月比 －172）

つどい・みんなでお茶会のしおり

ホームページ：http://www.greencoop-oita.or.jp

みんなで語ろう♥
グリーンコープ
しあわせ生活
つどいスタート
（9/30〜10/19）

つどいは9月30日(月)から10月19
日(土)まで各地区で開催し、店舗のつ
どいは10月12日(土)に高城店で開
催します（P6）。各地区では抽選プレ
ゼント・試食を用意しています。
生協は私たちの出資・利用・運営で
成り立っています。運営は一人ひとり
の思い・声を届けることです。つどい
に意見や要望を届けてください。
※今週「食べもの総選挙投票用紙」
を同時配布し
ています。お気に入り商品を一つ選んで投票し
てください。結果は12月号の元気通信で発表
します。
いただいた意見は今後の活動に生かし
ますので、全員提出をお願いします。
※日時や会場、持ち物については地区チラシを
ご覧下さい。

グリーン電力いよいよ開始
みんなの力でよーいドン（Ｐ２）
＊市民発電所が９月から運転開始。
出資のご協力をお願いします。

産直びん牛乳10周年（Ｐ３）
＊日本一のびん牛乳が利用低迷

ゆう＊あいショップオープン（Ｐ２）
＊１１月に２店舗オープン！

♥知って得する商品のこと♥（Ｐ４）
＊バナナの定期予約開始
＊産直豚肉バラエティー化
＊薬用育毛剤｢百薬の香り｣

福祉を身近に引き寄せよう（Ｐ５）

始めよう！
一人ひとりができること（Ｐ３）
＊グリーンコープは４Ｒ

いいこと発見！お店に行こう！（Ｐ５）
＊リニューアルから一年。いいこと発見！

＊旦の原有料老人ホームやすらい
＊抱樸館福岡

つどい試食・プレゼント
・統一試食

・
・
・ チョコと生クリームショコラロール
（冷凍）
有機緑茶 吉四六の里
・地区独自試食 ・
・
・地区ごとに用意しています。
・全員プレゼント・
・
・産直民衆交易
（ネグロス）
バナナ
・抽選プレゼント・
・
・どこでもちょこっとカレーあまくち（５袋入り）
醤油麹
（１４０ｇ）
よもぎせっけん
国産わかめごはんの素
コットンびよりナプキン普通の日用（２４枚入り）
（詳細Ｐ６）

つどいに参加して

みんなでお茶会を開こう
一昨年より班会にかわり「みんなでお茶会」を開催して
います。つどい会場に「みんなでお茶会申込書」を準備して
います。つどいに参加してみんなでお茶会を開いてね。
※つどいに参加できない方は理事の出席を依頼し「みんなで
お茶会」を開催することができます。希望する方は参加票で
申し込んでください。後日申込書をお届けします。

グリーン電力出資金

243号

グリーン電力いよいよ開始、
みんなの力でよーいドン！

みんな出資しない
といけないの？
家族に相談しない
とわからないわ。

「グリーン電力出資金」の取り組みが始まります。
グリーンコープの「市民発電所」を実現し、子どもたちの未来に原発のな
い社会を手渡しましょう！

いよいよ実現、福岡県糸島市神在で
「グリーンコープ第１号の市民発電所」が９月から運転開始

我が家は毎月
1,000円の出資な
ら無理なく協力
できるけど…

糸島市での太陽光発電による市民電力事業を皮切りに、今後１０年かけ
てグリーンコープエリア内に市民発電所を１０ヶ所作る予定です。
グリーンコープ生協おおいたでも太陽光・風力・水力・地熱など様々な可
能性を追求し、市民発電所の検討をすすめていきます。
「脱原発」運動を確かなものにしていく大きな一歩になります。

うちは、ボーナスの
時 に１万 円 の 出 資
なら協力できるよ。

組合員の思いを「出資」という行動に託して、
原発のない社会を実現していきましょう。
「グリーン電力出資金」には、いろいろな出資
の仕方があります。
無理なく、できる範囲で出資の協力をお願い
します。

詳細はカタログＧＲＥＥＮと一緒に配布される、
市民発電所ものがたり（9/23週配付）グリーン電力
10/14週、10/28
出資金の呼びかけチラシ（9/30週、
週配付）をご覧ください。

11月 9日
（土）
11月16日
（土）

全員出資じゃないよ。できる人が
できる範囲の出資でいいのよ！出
資の仕方は金額（40万・10万・5万・
3万・1万）も分割回数（3回・5回・
10回・30回・40回・50回・100回）
もいろいろあるから呼びかけ
チラシを見てね！

手から手へ あなたの衣類に思いをのせて
ゆう＊あいショップオープン

＜目 的＞
☆収益は、パキスタンの子どもたちの教育支
援に使われます。

☆抱樸館（ホームレス自立
支援施設）居住者の方の
社会復帰につなげる仕
事としてリサイクル品の
仕分け作業を担います。
☆組合員から提供された、様々な品を安価で販売。不要な品が、必要な
品に！
☆女性用、男性用、子ども用衣類、バッグなど沢山あるよ！
11月9日（土）
リサイクルショップゆう＊あい○○店
（寒田店2階）

11月16日（土）
リサイクルショップゆう＊あい○○店
（旧ステーションルーム〈高城店横〉）

つどいのしおり

我 が 家 は 、太 陽 光
パネルを検討した
けど断念したの。
だから40万円の出
資 協 力 を する わ！
分割40回で！

ゆう＊あいショップ（2）

（3）産直びん牛乳10周年

4Ｒ運動

2013.9.16

つどいのしおり

産直びん牛乳は誕生して10周年
グリーンコープの産直びん牛乳は、ほんのり甘く、サラッとした後味「本物の牛乳を飲みたい」と
いう組合員と、
「どこにも負けない牛乳を作ろう！」という生産者・メーカーが力をあわせて開発
した、こだわりのびん牛乳。
自由注文
利用者
4％

・1985年 パスチャライズ牛乳誕生
（72℃15秒パスチャライズ殺菌）
・1988年 ノンホモパスチャライズ牛乳誕生
（生乳中の脂肪球を砕いていないので、
クリームラ
インができます。
）
・1988年 母牛の飼料をnon−GMO※に切り替える

予約注文
利用者
36％

未利用者
60％

おおいたのびん牛乳利用状況
産直びん牛乳
ノンホモ

産直びん牛乳
パスチャライズ

・2003年 日本初non-GMOの産直びん牛乳の誕生
現在、
びん牛乳の利用が年々減少しています。
（2003年1,330万本⇒2012年837万本に利用減少）

産直わが家風
カフェミルク
（びん入り）

牛乳を注文している組合員は４割しかいません。
いつまでもびん
牛乳が飲めるようみんなで利用を増やし、
生産者が
「安心」
して
生産できるよう応援しましょう。

高品質の牛乳を、組合員だからこそ、この価格で飲むことができます。栄養価も優れた食べもの
なので、ぜひ！この日本一のびん牛乳を飲んでください！！
＊non-GMO…母牛の飼料は遺伝子組み換えでない。

始めよう！一人ひとりができること

4Ｒ
Refuse
Reduce
Reuse
Recycle

環境を守り、真の循環型社会を
めざすことを目的に
グリーンコープは、
４Ｒ運動に
取り組んでいます。

リフューズ【断る】
リデュース【減量する】
リユース【再使用する】
リサイクル【再生使用する】

袋 to 袋
仕分け袋を回収して原料にし、
その原料を基に再び仕分け袋を
製造して利用する
『袋ｔｏ袋』
の
リサイクルに取り組んでいます。
ラベルは切り取ってね。
☆汚れやシールは、
きちんと取り除いて
ください。
☆袋は広げて配達時に
返してください

トレー to トレー
のマークが目印です

リユースびん

回収できるびんは
ラベルに
マーク
びんに
マークが入っています。
☆マヨネーズのびんなど回収しないものも
あります。
必ず
マークを確認
してからお返しください。
牛乳びんは
軽くすすいで
キャップをつけて
返してね。

食器と同じようにきれいに洗って
乾かして、
重ねないで返してね。

牛乳びんや卵の容器
（モウルド
パック）
も回収しています。
使い終わったらルールを守って配
達の時に返してください。
(店舗でも回収しています)
大切な資源を守るために
リサイクル・リュースびんの回収に
ご協力ください。

バナナ

243号

豚肉

百薬の香り（4）
つどいのしおり

♥知って得する商品のこと♥
フィリピンの農民たちの
自立を応援するバナナです

☆ネグロスバナナの定期予約が始まります。
ネグロスバナナ 1㎏

10円引き
毎週配達 5円引き
毎週配達

ネグロスバナナ 500g

ネグロスバナナ 250g
（2 〜 3本） 毎週配達

自由注文あり
自由注文あり

値引きなし 予約のみ企画

＊２５〜２７号で注文した方は、
１０／７週からお届けします。
申し込みについては、
カタログＧＲＥＥＮ最終ページ
「定期予約」
欄をご覧ください。

民衆交易のシンボルともなっている
「ネグロスバナナ」
の交易は１９８９年に
スタートしました。 品種は、
「バランゴンバナナ」
です。
①ネグロスの人々の食生活や地域経済に影響を与えないこと。
②農薬・化学肥料・防カビ剤は使用していないこと。
③日本人の味覚に合うこと。
に、
こだわっている素晴らしいバナナです。
（スポーツ選手も試合前に、
消化吸収に優れ力が発揮できるバナナを食べています。
）

バナナスムージー
①バナナ
（中３本）
は皮をむき、
適当
な大きさに切り、
ラップに包んで冷
凍しておく。
②凍らせたバナナを産直びん牛乳
（２
５０ｍｌ）
と一緒にミキサーに入れ
てスイッチオン。
完成！

☆産直豚肉のバラエティー化を知っていますか。
大人数にぴったりの、
３００ｇや６００ｇの規格は、
グラム単価がお買い得。
少人数にぴったりの、
１７０ｇ〜２５０ｇの規格は、
お買い求めやすい価格。
★家族の人数やメニューにあわせて注文ができ、
使い勝手が
良くなっています。
★あなたは、
どの部位が好きですか？いろいろな部位がある
ので、
バランスよく利用しましょう！

ぼくも大好きなジュースだよ。
ぜひ予約をして、
美味しいＧＣバナナを
食べましょう！

「美味しい」と、組合員に大人気です

薬用育毛剤「

百薬の香り」のその後
頭皮ケア今から始めましょう♥

現在髪や頭皮のトラブルでお困りの方や、
これから起こりうるトラブルの予防として
も使える育毛剤として登場し、
多くの皆様にお使いいただき、
好評を得ています。
今回、
ご愛用されている組合員さん２４人にアンケートのご協力をお願いしました。
使い続けたいという感想が多数寄せられています。
♥使用した感想
☆こしが出て髪が元気になった。
☆ふけが出なくなった。
☆分け目が気にならなくなった。
☆かゆみが治まった。
☆髪のにおいが軽減された。
☆産毛が生えてきた
♥気に入っている
◎さらっとして気持ちが良い。
◎香りが良く、
使い勝手が良い。
◎成分が安心できる上に、
値段が市販のよりお買い得。
♥何本目ですか
○現在１本目の終わりころ〜２本が多い。 ○３本目の方も数人いた。

★効果を実感するまでには、個人差があります。

2,730.00円（税込）
容量 150ｍｌ
〈店舗でお試しできます。〉

＊＊＊ 商品特長 ＊＊＊
即効性のあるハイリスクな商品ではなく、頭皮状態を整え正常な
ヘアサイクルにもどすことで効果・効能が期待できる育毛剤です。
☆☆医薬部外品としての効果・効能である、育毛、薄毛、ふけ、かゆみ、脱毛予防、発毛促進、
病後・産後の脱毛、養毛が期待できます☆☆（医薬部外品として認証を受けた文章より）
今年もつどいの時期がやってきました！お茶を飲みながらグリーンコープのことを知って、楽しくおしゃべりしませんか～。各地区でいろいろな試
食やプレゼントを用意してお待ちしています。ぜひお越しくださいませ。
大分西センター運営委員 小野

（5）福祉

店舗

つどいの試食

2013.9.16

つどいのしおり

福祉を身近に引き寄せよう
旦の原 有料老人ホーム やすらい

抱樸館福岡

…✾１周年を迎えました✾…
グリーンコープの食材を使い、
手作りのおいしい食事を提供
しています。
施設であっても、
できる限り今までの暮らしがで
きるように訪問介護サービスを担っているワーカーズが親身
にお世話します。
入居者募集中です。
お問い合わせください。
〒870-1124
大分市大字旦野原８８０−９６
大分大学前駅[出口]から徒歩約７分
０９７−５６７−３８８８

…✾３周年を迎えました✾…
「抱樸館」
はホームレス者や生活に困っている方のための自
立支援施設です。
ファイバーリサイクル事業部と協力しながら
「就労訓練」
を実施しています。
「抱樸館を支える会」
の会員に
なることで支援することができます。
申込み方法：
共同購入注文書で申込んでください。
（いつでも、
何口でも申し込みできます）
１２９９ 「抱樸館を支える会」
年会費１口１０００円
１３００ 「抱樸館を支える会」
年会費２５０円×１２回
（毎月）

いいこと発見！お店に行こう
リニューアルから1年、
お店も新しい気持ちでスタートしました。
たくさんの方が集えるお店として、
日々頑張っています。
まだお店に行ったことのない方、
ぜひお店へ行って、
グリーンコープの
「いいこと発見！」
してみませんか？

寒田店

高城店

別府店

冷凍鮮魚が充実しています！
その他の冷凍食品も見やす
くなりました。
昨年の冬に大
好評だった
「焼いも」
も秋に
再登場！！お店で購入の商品
も有料で配達し
ます。
気 軽 にご
相談ください。

高城店では、
日替わりセール
を行い毎日がお買い得！！
キープステーションも店内に
入り利用しやすくなりまし
た。
村田鮮魚店のお刺身は
新鮮でとてもおいしいと評
判です。

別府店は通路が広く、
お子
様連れでもゆっくりお買い
物が楽しめます。
毎日お得な日替わりセール
を開催！新鮮な産直野菜・
産直肉・鮮魚が評判です。
お
魚の下処理も承ります。

西の台店
より買い物がしやすいよう、
店内の配置を見直しました。
お酒も販売しています。
欲し
い商品が見当たらない場合
はスタッフまでお尋ねくだ
さい。
また、
野菜の小分けな
ども承りますので、
気軽に声
かけくださいネ。

＊お店には店舗でしか買えない商品があります。
ぜひご利用ください。
「夏の甘酒」
など盛
例えば
「木津さんのこだわりの野菜」
「クローバーの手作りの弁当や惣菜」
「マルシェ※のパンやクッキー」
りだくさんです。
（※社会福祉法人ラポールが作っているパンです。
生地は国産小麦、
卵はグリーンファーム久住の卵を使用しています。
）

有機緑茶 吉四六の里
毎日飲んでほしい
すっきりとした
まろやかなお茶です。

つどいの試食

＊ポイントカードを知っていますか？１,０００円お買い上げごとにスタンプ１個差し上げます。
２０個たま
ると２００円の割引券になります。
＊お店では野菜の日、
お菓子の日、
冷凍食品の日など日替わりセールを行っています。
＊楽らく♪Ｃｏｏｋ
ｉｎｇを毎月行っています。
レシピも準備しています。
（ご相談ください。
）
＊キープステーションが店内化しました。
共同購入商品が店舗で受け取れます。

チョコと生クリームショコラロール
ふわっとしっとり、
チョコがしっかり…。
口の中でショコラが
広がります。
とっても美味しい
高級ケーキです。

私のおすすめは、
『 酸素系漂白剤』です。洗濯時にせっけんと一緒に入れたり、茶渋落しやふきんの除菌・漂白に使っています。50℃のお湯に粉せっ
けん：１と酸素系漂白剤：２の割合でパワフルせっけん液を作ると換気扇まで洗えちゃいます。１つあるととっても便利です。 組織委員 佐藤

おおいた開発商品

243号

店舗（6）

つどい統一試食
おおいた開発商品
29号新登場
（9/30〜）

チョコと生クリームショコラロール（冷凍）

四六の里

ｇ 626.85円

295ｇ
（6切れ）
993.30円

間有機栽培をされ、
れて生まれたお茶

で工場＆圃場の視察
てきました。お茶に人
に癒された時間でし
機で育まれたお茶の
さを、ゆっくりと味わ
だきたいです。

れ方☆
後の一滴まで注いでね♡

①とても珍しいのです♥
小麦粉を使用せず☆ココアパウダー☆
たまご☆粉糖で作ったスフレタイプの
ココアシートが特長。

② 本格派です♥
美味しいチョコを芯に、
生クリームを
巻き上げてさらに表面に生チョコレー
トをかけた、
こだわり。

③ 便利です♥
６切れに切れているので、
お好きな時
に必要な数だけ、
冷蔵庫でゆっくり解
凍がおすすめ。

④ 高級です♥
ＧＣでは配置の少ない高級タイプ。
プ
レゼントやご家族へのご褒美にどうぞ。

☆ やっぱり ♥すごーく美味しいです ☆

商品検討委員長 薬師寺

店舗
9/29（日）～ 10/26（土）
お店でせっけん商品お買い上げ
1点ごとに
１枚のポイントシールをプレゼント。
シールを3枚集めて応募してください。
前期キャンペーンのシールも使えます

つどい カフェ
＆

高城店まつり
日時：10月１２日（土）
１０:００～１３：００
（高城店まつりは14時まで）

会場：高城店2F
グリーンホール

寒田店

別府店

9/19(木) 〜 30(月)
(秋の運動会フェア)

高城店

西の台店

9/19（木）〜 24（火）
9/26（木）〜 30（月）

配達こぼれ話

9/13（金）〜 16（月）
9/26（木）〜 29（日）
9/19（木）〜 22（日）
9/26（木）〜 29（日）

たくさんの試食、パワフルせっけん実演、そして
一足早いクリスマスケーキの試食ど、お得感いっ
ぱいのお店のつどいです。今年はスタンプラ
リーが登場！ラリーを達成すると1回抽選でき
ます。(1回のみ)
たくさんの「いいこと！発見」してみてください。」

クリスマスケーキの予約が
始まりますよ！早期予約の方には
素敵なプレゼントがあります︒

抽選でせっけん商品をプレゼント！！
詳しくはお店のポスターで！

ＤＥ

お買い得商品いっぱい！！詳細はお店で配付するチラシをご覧ください。
セール日程は変更する場合があります。ご了承ください。

夏休みの小学校の校庭。作業服の男性がブランコに乗っています。
「ブランコ涼しくていいなー～」と思っていたら遊具点検でした。お疲れ様です。
あすなろ・ＫＴ

（7）神在太陽光発電所視察報告

福祉

2013.9.16

9月1日売電スタート
神在太陽光発電所視察報告
８月２７日(火)、理事、組合員事務局、
職員の総勢４７人で、グリーンコープの市
民発電所第一号となる神在太陽光発電
所（福岡県糸島市）を視察しました。
２０１９８㎡の敷地に並べられた太陽
光パネルは４,２２８枚で１,０５７kwの出
力です。太陽光を最大限有効に受ける
ように設計図は１㎜単位でパネル位置
を決め、発電量を確保するために周囲
の木は伐採していました。
発電所建設にあたっては地域のみなさんに迷惑をかけな
いよう、工事用の仮設道路・側溝の建設や、砂ぼこり減少の
ための散水などの配慮がされていました。太陽光パネルの
メンテナンスは電気保安協会
に委託し、通常はスタッフが目
視で拭き取ります。
組合員や地域のみなさんと
活動できるよう、敷地入り口に
は研修棟予定地がありました。
発電所の隣に建てられた電柱。
研修棟は来年春に完成を予定 神社の大木の枝が触れショート
しないよう強靭な電柱。価格も
しています。
通常の倍以上の240万円。

福祉生活用品専用・案内カタログ

しあわせ生活

自由自在

グリーンコープの
福祉情報掲載♡

専用カタログ

31号新登場
（10/14〜）

有機緑茶 吉四

100ｇ

臼杵市野津町の深い山里で１２年間
安心安全にこだわり愛情をかけられ
です。

委員会で
へ行ってき
に自然に
た。有機
美味しさ
っていただ

☆美味しいお茶の入れ
７０〜９０度のお湯で１分間浸出する♡最後

グリーンコープの福祉生活用品は、
食べものと同じ
考え方に基づいて安全性を追求しています。
組合
員に安心して使っていただけるように、
人体に有害
と思われる化学物質は、
できる限り使用していな
いものを選定しています。

モン
環境ホル

蛍光増
白剤
抗菌防臭加工
抗菌剤は、
皮膚の常在菌を減らしてしまって、

１冊目は無料。２冊目以降は

病原菌の侵入を容易にしちゃうんだって。

１００円。共同購入申し込書に

だから、
皮膚のバリアが完成していない子どもや、

し

な

こ

れ

４７５０と、ご記入ください。

長期の使用が予想される介護製品には
配慮が必要だね♡

いつでも注文できます。

配達こぼれ話

「こんにちは」
「毎日暑いねえ～」の声から始まり、組合員さんが“こんなに暑いと自分が煮えて腐ってしまう”と言うのをみんなで笑いながら商
品を渡し、
「また、来週」の声で配達しています。
あすなろ・Ｈ

大分東

243号

トマト生産者に会いに来てね!!

体験田（8）

大分東

おおいたのトマトの生産者を囲んでの交流会を開催します。
７月に「九重高原微生物農法研究会」に見学に行った様子を写真で報告します。
トマトの創作料理を食べながら、安心・安全な生産の現場をぜひ覗いてください。
調理実習はありません。食育ワーカーズ「キッチンスタジオ すまいる」による
トマト料理のデモンストレーションの後トマトの創作料理の試食を行います。
どんな料理かは、お楽しみ！！
日
時：10月11日（金）10：30〜12：30
会
場：グリーンホール（高城店２Ｆ）
参 加 費：300円
持 ち 物：カップ・お皿・スプーン・ウエス(古布)
託児会場：旧ステーションルーム（高城店横）
託児利用料：組合員１人につき200円（1歳以上未就学児対象）
しめきり：9月28日（土）
託児のキャンセルは直接０９０−９７９８−３６９４ ふくしサービセンターであい・ふれあいへ
お問い合わせ先／０９７−５５２−８８３７ 大分東センター組合員事務局

体験田

「香料入りお洗濯のしゃぼんウォシュアップ」です。香りをつけたい方にはおすすめです。

大分西・藤井

（9）基金助成申請

2013.9.16

〈２０１４年度分〉
100円基金(福祉活動組合員基金)

「助成申請受け付け」
が始まるよ！
応募要領
１．申請資格
① 参加型地域福祉を推進する「グリーンコープ生協おおいた」の組合員、組合員の団体、福祉ワーカーズ及び
立ち上げ準備中のワーカーズなど（１００円基金に賛同し、拠出している組合員を対象とする）
② その他、基金運用委員会が認める個人や団体（組合員でなくても可）
２．申請できる事業内容
① 福祉ワーカーズコレクティブの参加型地域福祉の取り組み
② グリーンコープ生協おおいた（理事会・委員会）の参加型地域福祉の取り組み
③ 社会福祉法人グリーンコープの参加型地域福祉の取り組み
④ その他、基金運用委員会が認める事業
＊④については、以下の２点をともに充たしている事業であること。
（１）グリーンコープの福祉の理念に照らし合わせて、
「参加型地域福祉」を実践している事業・活動。
（２）グリーンコープ生協おおいたの組合員が参加･活用することができ、組合員に還元することが可能な事業・活動。

9／24（火）〜10／4（金）

３．申込み受付期間

＊電話で下記担当者まで申し込み下さい。
４．申請書類の提出

締め切り：10／11
（金）必着

＊電話で申し込まれた方に申請用紙・その他の必要書類をお送りしますので、必要事項を記入の上、
１０／１１
（金）ま
でに提出して下さい。
◆このページの基金に関する申し込み･お問い合わせ先：１０時〜１６時まで〈但し、土日･祝日を除く〉
一般財団法人グリーンコープ生協おおいた福祉活動組合員基金
基金運用委員会

担当組合員事務局：関

申請を考えている方、色んな質問
にお答えしますので是非参加して
ください！
説明をきいて申請をする方が安心
ですよ！

ＴＥＬ：０９７−５６９−５９０８

◆助成を希望する、
または関心のある団体・個人のみなさんへ◆

100円基金 (福祉活動組合員基金)
｢助成申請についての説明会｣を開催します。
日時：2013年９月２６日（木）13：00～14：30
場所：大分西センター ラポール館 ３階
（大分市大字寒田４１５番の１）
※参加希望の方は９月２５日（水）
１５：００まで
上記お問い合わせ先までお電話ください。

注：説明会に出席できなくても申請はできます。

「焼きずのり徳用」。手巻き寿司、おにぎり、焼き餅、おやつ、おつまみ、スープ、サラダ、麺、何にでも巻いて包んで混ぜ込みます。
大分東・森﨑

和
共生・平和長崎自転車隊応援報告

243号

組織

共生・平和長崎自転車隊 後期シャボン玉月間の
ご案内

すきっぷ（10）

組織

後期シャボン玉月間が27号
（9/23 〜）
からはじまります。

県北センター運営委員
簾

応援報告

８月９日（金）まだ暗い早朝から、大型バス
で｢共生・平和長崎自転車隊応援ツアー｣に
行ってきました。私を含め初めての参加者も、
自転車隊の応援、平和のつどい・祈り、原爆
資料館の見学は、平和と戦争について改めて
考えさせられ、不戦の願いは一層強くなりま
した。小さい子どもたちも一緒に爆心地に立
ち、黙とうすることで何かを感じてくれている
と思います。自転車隊のみなさん、大変お疲
れさまでした。感 動し
ました!!このツアーに参
加できたことに感謝し
ます。

（２７号〜３０号 ９/２３〜１０/１９）
あわせてスタンプラリーも開
催されます。
スタンプラリー達成者には
『おふろのしゃぼん ピュオ
ピュオ』
を差し上げます。
グリーンコープでは、
暮らし
の中のいろいろな場面での
せっけんの利用をすすめて
います。
人にも環境にもやさしいグ
リーンコープのせっけんをお
使いになってみてください
ね。
シャボン玉月間期間中
は、
せっけん商品もお求めや
すくなっています。
ぜひこの機会にご利用くだ
さい☆

クリーミーな泡立ちで、
グリーンフローラルの
やさしい香りです。
洗顔やボディをやさしく
洗い上げてくれます。
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「めだか共同保育所」は1987年２月にグリーンコープ生協おおいたのサークルとして発足。
「野外での遊び」
「安全な素材による手づくりおやつ」
「異年齢の子ども集団」
「体力づくりと
全人的発達」を柱に子と親が育ちあうことを目指し活動を続けています。グリーンコープはめだか共同保育所を「子育て応援の取り組みのひとつ」と位置づけ応援しています。

「こんぶだし」です。切った野菜にまぶすだけでおいしい浅漬けができ子どもたちも大好きです。

大分東・和田

（11）わくわく湯布院 2013

参加票

2013.9.16

福島の子どもたちを「わくわく湯布院2013」ご招待
（2013年7月25日〜31日）
生協おおいたは福島の子ども達を夏休みに湯布院に招待する
「わくわく湯布院２０１３」の取り組みに賛同しています。２０１１年
度から毎年、１０万円をカンパし（環境カンパから拠出）、実行委員・ボラ
ンティアとして活動を支えています。

安心院の冨貴野の滝で遊ぶ、
冷たい水もへっちゃら

絵手紙を教えるボランティア、
お母さん方が熱心

福島の郡山駅１０：３０発、新幹線を乗り継いで大阪南港からサンフラワー
船泊にて別府港、朝６：５５着元気に降り立つ。
期待に目をキラキラさせてちょっとはにかんだ様子、名前がまだ覚えられ
本堂の阿弥陀様を後ろに
ないので呼びかけられず、
「ようこそゆふいんへ」と書いたパネルを持って歓
食事、
食堂兼寝室兼遊び場
迎を表す。お寺に着いて疲れも見せずに大はしゃぎ。
手作りのご馳走に大喜び、温泉館でさっぱりした後は、本堂に蚊帳を吊り
お休みタイム。すぐに寝付くかなと思いきや、布団の上で大暴れ、小
学1年から4年までの子どもたち、みんな同じとちょっと安心。
２日目滝遊び、ライフジャケットつけて水に入るスタッフと共に、
かんかん照りの中思う存分水遊び。夜は夜市でさらに楽しむ。
３日目プール、絵手紙つくり、辻馬車体験。
４日目現地の児童クラブと交流会、新聞紙で遊び、けん玉を習い、
夜はきもだめし。
５日目近くの学校で紙芝居、保護者は自由散策、洗濯と荷造り。夕方
サンフラワーの甲板に、
出てきて、
別れを惜しむ子どもたち、
感無量
からお別れ会、音楽サークル「ミュージートーン」の
歌、湯布院旅館のオードブル、ごちそう満載の夕
食に舌鼓。この間すっかり馴染んだ南相馬５人男、保護者なしで初めはどう
なるかと心配したが、持ち物もどうやら揃い、無事荷造り終了。あとは最後
のハーモニーランドに行くだけ。みんな無事で楽しく過ごせてよかった。い
い思い出になったかな？放射能なんかふっとばせー！
実行委員・副理事長 児玉由希子

最後の朝食、
びん牛乳も毎朝登場、
大好評！

＊＊＊＊ 託児ご利用の方へ ＊＊＊＊

に こ に こ（ ０９７３ ）２４ー２８２７

＊１歳以上就学前のお子さんをお預かりします。病気やけがの場合はお預かりできません。
＊簡単なお弁当、お茶、おしぼり、着替えをご用意下さい。
（おむつをしているお子さんはお尻ふき、ポリ袋をお忘れなく）
＊靴、持ち物には全て記名してください。
＊おもちゃ、お菓子、ジュース等は持たせないで下さい。
＊託児利用料は当日受付でお支払いください。
＊感染症回復後の託児は、医師の許可が出ている場合のみです。

みどりの 風（ ０９７９ ）２４ー７２４９
た ん ぽ ぽ ０８０ー３９８７ー８５８５
であい･ふれあい ０９０ー９７９８ー３６９４
お ひ さ ま ０９０ー１１６５ー０５９９
留守電の場合はメッセージを残してください。

★託児の一部は100円基金の助成を受けています。キャンセルの場合は必ず当日８時までに担当ふくしサービスセンターまで連絡して下さい。

１歳未満のお子さんを同伴される
方は、備考欄でお知らせ下さい。

参

加

開催日

企画名

センターｏｒ利用店舗

組合員名
参加者名

コ ー ス
班

共同購入申込書の右上の番号

（例）C49-260

票

託児（ひらがなでお願いします）

名

お名前・年齢

組合員事務局行
提出日

月

日

１歳未満児同伴
ある・なし

日中連絡がつく番号をお願いします

電話番号

備

考

※参加票が足りない場合は他の用紙に必要事項を記入して申込書
（店舗はレジに）
とともに提出して下さい。
※いただいた情報は参加企画以外には使用しません。
産直若鶏の胸肉は旨味が強いので、炒め物に使ってもしっかり存在感があります。繊維を断つようにそぎ切りすると柔らかくいただけます。
大分東・後藤

ンッ！この後はご想像におま
かせします。 別府・トレぺ

をまんべんなくふる。オーブ
ントースターで２～３分焼く。
表面の砂糖がうっすらこげた
らＯＫ。ブラックコーヒーに
ｇｏｏｄです。 県南・マヨ

さしあげます

取りに来られる方

◆学習机
０８０（５６０７）１２５２

県南・伊藤

元気ひろばやリサイクルコーナー

3

2

糖 塩
･ 少々 水 ㏄
① 材料を合わせこねて 分ね
かせる。
② 冷凍かぼちゃ５切れをレン
ジで解凍しつぶしてあんに
す る。
（ミックスチーズを
混ぜてもおいしい）
③ フ ラ イ パ ン で 弱 火 で 焼 く。
簡単で、お昼やおやつにＧ
ＯＯＤです。
大分東・お焼き
熟卵のしょうゆ煮
《材料》
たまご
個
しょうゆ
大さじ４
きびざとう 大さじ２
水
１カップ
《作り方》
① 沸騰した鍋で、夏は６分
秒、冬は７分 秒ゆで、流
水で冷やす。
② 耐熱容器に殻をむいた卵を
並べ、一度煮たてた調味料
を熱いうちにかけ、半日以
上おく。夜作って朝漬け汁
ごと頂くとおいしいよ。
県南・たまご

の投稿はお手持ちの用紙に①セン

ター名②お名前③電話番号④ペン

ネ ー ム を（ リ サ イ ク ル の 場 合 は ⑤

コ ー ナ ー 名 ⑥ 品 名 ⑦ 価 格 を ）お 書

きのうえ、古封筒に本部組事 元気

日 田 0973-22-9500 県北 0979-32-7344 別 府 0977-66-9976
県南 0972-82-1258 大分東 097-552-8837

組合員事務局／ 大分西 097-568-5061

元気通信は、環境を考え古紙配合率100％の再生紙と大豆
油インキを使用しています。大豆油インキは大豆油を石油
系溶剤の代わりに使うため、生分解性が良くなりました。

（月度）

1

10 11 12

9

8

7

6

5

4

0

2013.7.19

の春、大学に進学した娘
のところに様子を見に行
くと「一応報告しとく。彼氏
がおるけん」と娘。
「
（ショッ
クを隠しつつ）そっか大学に
いい人いたんだ」
「 い や、 高
校の同級生」
「ええっーーー」
それから、大学生活のことは
そっちのけで彼氏のことを根
掘 り 葉 掘 り 聞 き 続 け ま し た。
まさか受験生がセンター試
験の前に…全く気づきません
でした。だから引っ越しの時
も「浴衣持っていく」と不可
解なことを言ったんだ。これ
が私の上半期驚いたことナン
バーワンです。
大分西・げんき

通 信 担 当 行 き と 明 記 し、共 同 購 入

（2007年9月28日から稼働）

環境カンパ６４５,９１２円

申込書とともに（店舗はレジに）出
してください。
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理事会だより

イーツなマヨパンを紹介
し ま す。 食 パ ン に マ ヨ
ネーズを塗る。その上に砂糖
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2012年度

太陽光発電パネル
「てるてるちゃん５号」

2013年度
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3日（ 月 ）か ら
9月2

残暑が続きますね。この夏は水
分補給をする際“ 梅エキス”を
同時に口に含み乗り切りました。
すっごく酸っぱいけど夏バテしな
かったのは梅パワーかな
おおにし ゆか

2012年度の発電量は11.731kwhです。計測日が一定で
はないのでばらつきがありますが、春・夏の発電量が多
（2011年度の発電量は11.861kwh）
いことがわかります。
8月度発電量は1,160kwhでした。

（kwh）

5月 に お 願 い し た 環 境 カ ン パ
には共同購入642,017円、店舗
3,895円、合 計645,912円 が 寄
せられました。ご協力ありがと
うございました。

生協おおいた
設立20周年記念事業

商品販売型キープステーショ
ンの呼称が
「キープ＆ショップ」
と共同体で統一されたことを
受け、
日田センターの
「キープス
テーション よつ葉」は7月21日
より
「キープ＆ショップよつ葉」
と呼称を変更します。

交渉開始は9月23日（月）
からです。ルールを守りま
し ょ う 。リ サ イ ク ル コ ー
ナーは先着順ではありま
せ ん 。朝 早 く の 電 話 は マ
ナー違反です。品物のやり
とりは、当人同士の責任に
おいて行って下さい。
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きが長～いＧＣトイレッ
ト ペ ー パ ー。 ち び ち び
使うので何日ももちます。そ
んな母の「節約心」をよそに、
４歳の息子は「わーい！ミイ
ラ ご っ こ が で き る ぞ ー っ！」
。
イライライライラ…プチ
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リーンコープものがたり
を毎回声に出して読んで
います。卵も牛乳も鶏や牛に
とって大切な宝物です。それ
を“食べる”ことを、やはり
大 切 に し た い も の で す。
（中
略）自然の営みを壊すことし
かできない人間ですが、温暖
化を止めるためにできること
はいろいろあります。
（中略）
核廃棄物を出し、貯め続ける
原発は、人間を含むすべての
未来を失うということを忘れ
てはならないのです。今年生
まれた蝉が七年後に鳴くこと
別府・月夕
を願って。
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ぼちゃのお焼き
《材料》
小麦粉 ｇ 片栗粉

掲載者には粗品進呈！

キープ＆ショップ よつ葉
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