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缶詰について㈱谷藤水産
㈱イ十がウマ1I一シ 稲潅社長
うなぎの蒲焼やカラスガレイなど

毎週カタログに1 0種類ほどの商品が

掲載されている水産加工会社。昨年
6月に新登場した魚の缶詰シリーズは

大盛況。その製造秘話やこだわりに
ついて話して頂きました。

魚の缶詰シI I-天のこだわしi

こだわり①環境ホルモンの心配なし

厳しい基準のタルク缶※を使用

こだわり②グリーンコープの調味料で味付け

《水煮缶》 GC海水塩なぎさ

《味付缶》 GCこいくち丸大豆醤油ちくご

GC海水塩なぎさ、 GC増し味

《味噌煮缶〉GCあわせみそ、 GC海水塩なぎさ

こだわり③魚の大きさ。

醸一 通常のさば1匹2与Og程度と比べ、

1匹3与0g-400gの水揚げされた

中で最良な魚を使用

魚の缶詰シ書l一天誕生鵜語!
1 998年、当時缶詰の内側塗装材から、

環境ホルモンのビスフェノールAが容出する

可能性があるとして、ゲi)-ン]-7oは

23品目の缶詰の供給を停止しました。

環境ホルモンの影響を受けないためには、
※タルク缶(製造時に水を使わない、

2ピース構造、二酸化炭素の排出を

削減している)での製造が必須でした。
しかし、まだまだ世の中はふた・胴・底

の分かれた3ピース缶が主流、しかも

どこも大量生産している工場ばかりの

ため、少量のタルク缶での注文を

承諾してくれませんでした。

そこに転機が・ ・ ・。一昨年、

㈱谷藤水産が地元に卸す分を作る為の

小規模な缶詰工場を茨城県に建てたと

聞き、交渉開始。関東のため、まずは
ゲリーン十フ。を知ってもらう事からスタート。

紆余曲折、試行錯誤の中、 ㈱谷藤水産さん
の協力を経てやっと誕生したのが、
この『魚の缶詰』なのです! !

販売予測、

富0-20万缶/年が

i車馬っ痔今、

eO万缶の販売に!

ぜひ折試しください!
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㈱イ十ザウマI′一シさん翰窃覇のレシピ 士㌍

「さばの水煮のみ若手一天焼き」
くま.裏切ヽ 田題

【作り方】

①フライパンに油をひき、 1口大に切ったキャベツを
入れて炒め、しんなりしたら、水を切ったさばの水煮
缶を加える

②みそを全体に絡め、卵を割りいれ軽く混ぜる
③ピザ用チーズをのせてふたをし、溶けたらお皿に
盛りつける

④お好みできざみ海苔をかける
★さばはあまりほぐさない方が食べ応えがあります!

【材料】 (4大分)

さばの水煮缶 2缶

キャベツ 8枚

4個

大さじ1/2

大さじ4

適量

小さじ1



折手軽輸躍餞国
ランキング(珊んVe「.)

グリコミでも人気の冷凍食品ランキングをするということで、 7月の西宮委員会に

お邪魔してきました。今回は冷凍ごはんシリーズの中から、 8種類を食べくらべ。

レンジではなく、委員たちみんなでフライパンで炒めていただきました。

ロ位(,9耕,ト)留位(I8甜,ト)召使(8甜シト)
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同率4位(軍ポイント) 6cドライれし一・ 6C梅としろ車のピラフ

五目炒飯⇒味がしっかりしていて、食べごたえがありました。

鶏ごぼうピラフ⇒ごぼうがたっぷり入っていて、香りもよく、鶏肉によく合っていました。

ビビンバ炒飯⇒卵などの具がたくさん入っていて、辛味もちょうどよく美味しかった。

8/雷ら週か瑚脆雷。翻臨早期予約が始甜ほざI l

6月25目『りんご・みかん研究所』が開催され、りんご生産者、みかん生産者にお話を

伺いました。安心安全を第-に-生懸命育てられたこだわりのりんごとみかんです。
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; りんご・みかんの早期予約について

★産地が選べる限定企画⇒25号

・福岡・川上農園グループ(3kg)→34号、 (5kg)⇒36号

長崎・井上農園(3kg)⇒33号、 (5kg)⇒35号
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十荘“琵窃訪露譲吉請二蒜蒜こ“竜彊討窮諒“ “ “ ’享’
… かもしれません。ぜひ早期予約してください=

これからのイベント

9月19日(木) キープ&如け委員会

㈲渡遭水産さんによる「干物試食会」
1 1:○○…13:〇〇 千一フo &シヨガ住吉東町

9月24日(火) くらしの委員会
「BMW学習会」

10:○○…12:30 神戸市勤労会館



見て掴由って!請書もできる!
おすすめ委員会 主催 2019.7.2

エコ寺バ臨曲捌学習会
グリーンコープのカタログ「Green」でおなじみ「エコデパ」に天然防虫剤の

取扱いがあるのをご存知ですか?環境にも人にも優しい、安全安心の防虫剤
「ムシさんバイバイ」 、虫よけ「フイトンαお肌ガード」等のメーカー、

生活アートクラブさんによる学習会が開催されました。

環境問題をはじめ、市販の殺虫剤の危険性や、ネオニコチノイド系農薬の危険性、

青森ヒバとの出会い、植物由来の防虫スプレーについて話されました。
講演会後の商品展示販売会では、どの商品にも社長の「売上のとれる物というより

売らなければならないものを売る」という思いが反映されていました。
これからの夏にむけて、虫除けや、害虫除けなど、購入したいものばかり。

やっぱり話を聞いた後に商品を見て、触れる機会は貴重。
皆さん気に入った商品を手にとり、熱心に選んでいました。

「市販の防虫剤の危険性」今春から「殺虫剤からムシケア用品」へ

殺虫剤は農薬でできている!
スーパーやドラッグストアーで手軽に買
える殺虫剤。その成分についてきちんと
見たことはありますか?今春より、大手
殺虫剤メーカーは呼び方を「殺虫剤」か
ら「ムシケア用品」に変えていますが、
成分は有機リン系、ピレスロイド系、
カーバナイト系、ディート系など、どれ
も農薬の成分でできています。
殺虫剤は、もちろん害虫に向かって使用
しますが、実は昆虫と人間の神経系の作
りは同じなのです!虫の神経に効くとい
うことは・ ・ ・。

欝墾雲漏彗諾蔀驚警鵜掌
が届くところに噴射しないよう充分な注
意が必要です。

」事

肌に別十る防虫スてし一には
壬に寺イートを健用!

防虫剤には多くの製品が成分にディート
が含まれています。ディートも農薬の
一種ですが、実はこれ湾岸戦争の時に
使用したものなんです。怖いですよね。
そして日本では、 2016年から濃度が

3 0%のものまで認可されるように

なりました。確かに虫はこないかも
しれません。でも自身やお子さんに
さらに濃い農薬を振りまいていること
を知ってください

「安心安全な、虫除けスプレー、

防虫スプレーを紹介します」

防虫ス1し- (各2う0mi)

「ムシきんバイバイ」

「黒ア1 Iバイバイ」

「ダニイー<んバイバイ」

バイバイシリーズはムシが嫌う

天然植物精油から作られた、

人に安全な防虫剤です。

防虫専門会社が作った全成分

植物由来の防虫剤なので、

安心です。

へ転塾

/-号!

「亦肌用7ィトンα楕-ド」 100mi

"乳幼児に使用制限のあるディート

などの化学物質不使用。
"虫の嫌がる植物成分をふんだん ∴唖。

に入っていてお肌をガードします。

ブイトンα 、パルがモツト果実油、ラパンず-

ローズウッド木油、ヒ時由

お肌に、洋服に!

安全安心な虫除けスフ○レーです!



王産直豚を贅沢に使用した冷しやぶ! !

:栄養価も高く夏には週1ペースで食べています:

;
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;ヵナダ産オーガニックはちみつを少量のお湯で:
;といて水と氷を入れてから、マイヤーレモン ー

:果汁(国産)を少し入れて自家製はちみつレ三才
i
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: ①米飯にすし酢を混ぜ酢飯を作る
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:大量にすりおろして投入0

こ

:

̃こちょ胡蝶さん…
;

ヽ ノ

ヽ._.〇一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一-“t〇一一〇-〇一一一〇〇〇〇一一〇〇一〇〇〇〇一一

画

′〇一〇〇“--○○““‾‾‾‾‾ヽ

:型茎並に 王
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:かけて食べます :
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; ②白ゴマとみじん切りにした大葉(もしくはゆかり)を混ぜ十碧三即事撃

〇〇〇〇〇_〇〇〇__〇三二竺竺竺二〇〇〇〇〇…-ノ塵三と弓票、一産直梅で作った:○○ 意1

匡ジュースです!
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①デポNo. 【 】 ②コース【

③組合員番号【

④【 市】⑤お名前【

… ⑥ペンネーム【

… ⑦クイズの答え

】

】

様】

】 ・実名OK

; ⑧募集テーマ

: ⑨グリコミ紙面で取り上げてほしい事、感想など

…鶉菩羅瓢欝讐鶉照震訴豊鵠詣群だ
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ー プレゼントクイズ …

lIんご・軸かんの

〇〇〇〇が姶封ほ古口

『棚欄フ什ンよ命-㌧ド“ IOO所見, 』を

抽選でユ名様にプレゼント♪

… 募集テーマ ー 

秋の味覚 

別まちゃ・さつまいも・<しiのレシピを教えてI 

;クイズの答えと今月の募集のテーマ等をご記入の上、
;配達時に渡す・はがきに貼付して下記苑先まで送る・
;メールでのご応募もできます。お待ちしております♪

9月14日(土)必着

;応募専用g○○midorin@yahoo.○○.jp

… (メールの場合は左記番号順にご記入ください)回

;苑先 〒664○○845 伊丹市東有岡3-73‾1

;グ」-ンコープ生活協同組合ひょうご 広報委員会

: TE L O72-777-763O FAXO72-777-7805
十


