
 
４月１日(木)10時～1２時 くらしの委員会  

 春休み親子企画   zoom開催のみ 

 映画「甘いバナナの苦い現実」上映会 

４月２日(金)10時～12時 おすすめ委員会  

              会場開催のみ 

 「精華堂あられ学習会」 

※新型コロナの感染拡大状況によって、オンラインのみ 

  の開催に切り替える場合があります。 
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15周年ひょうご生誕祭 

組合員の春のつどい 報告  

まなびcafe01９ 

組合員のレシピ 

４月１日(木)10時～1２時 くらしの委員会  

春休み親子企画  zoom開催のみ 

 映画「甘いバナナの苦い現実」上映会 

４月２日(金)10時～12時 おすすめ委員会   

「精華堂あられ学習会」会場開催のみ 

これからの予定 

日時：2021年5月23日(日)11時～15時 
場所:フレンテホール フレンテ西宮5階JR西宮駅すぐ 

 

いよいよひょうご生誕祭まで、あと1か月となりました。お祭り実行委員会やひょうご 
理事会で、何度も開催するかどうかの議論を重ねてきました。 
一度は延期となった生誕祭ですが、メーカー・生産者さんの協賛の元、感染対策を万全
に開催することになりました。皆さんのご来場をお待ちしております。 
どなたでも参加できますが、密を避けるため事前予約の方が優先になります。 
是非、事前予約頂き、おまつり価格でお買い物をお楽しみください。 

空くじなし！抽選会 
こだわりの商品が当たります！ 

・産直鶏肉のチキンナゲット 
・綾肌化粧水 
・マスコバド糖 
・ゆず湯 
・ちくごの白だし 
・焙りホタルイカ 
・生餃子セット 
・鰹節セット  
  など盛りだくさん！ 
 

ノンカップ麺 

虹色木琴 

フライパン 

干物詰合せ 
ジャム 
ソース類 

米ぬか 
せっけん 

オリーブ 
オイル 

化粧品類 

ファイバー 
リサイクル 
販売会 

毎回人気の 受付 

感染対策にご協力 
お願いします。 

産直青果 
販売会 

お買い物ブース 
（メーカー・生産者28社） 

おまつり価格で 
お得！ 

買物しながら 
集めてね！ 

シールラリー 

 ● ♥ 
★ ◆ 

※コロナ感染拡大状況によって開催中止になる場合があります。 

エコバック、 
保冷剤を 

お忘れなく！ 

事前予約 
下記ＱＲコードか 
組合員事務局 

☎072－777-7641へ 
（月～金 10時～16時） 

〈締切〉 
5月14日(金) 

事前予約フォーム 

シール 
ラリー 

15th 



地域委員会 春の組合員
のつどい 

尼崎委員会 春の組合員のつどい 

～感染症に負けるな！ウィルス対策のお話～ 

神戸委員会 藤井養蜂場さんのおはなし 

～みんな大好きハチミツのひ・み・つ～ 

今年の春のつどいは 
オンライン開催！ 

尼崎委員会と神戸委員会のつどいの様子をお伝えします。 

3月の神戸委員会の春のつどいは、「みんな大好きはちみつのひ・み・つ」と題して 
藤井養蜂場さんをお招きしました。 
はちみつの生産者が販売まで一貫して行っているので、美味しさと安全に1番に 
こだわったはちみつを届けて下さってます。 
 
はちみつに対する愛情に満ちた熱いお話に、天然の抗生物質と呼ばれるプロポリス
のお話やカンガルー島の火災被害によるカンガルー島のはちみつの現状やはちみつ
を使ったレシピなど多岐に渡るお話を聞かせて頂きました。 
 
実際にはちみつを生産している自然あふれた美しい場所や、 
生産者さんのお顔や人柄をスライドで紹介して下さり、 
蜂は生産者さんの性格に似るという驚きの話があったりと 
あっという間に時間が過ぎて行く楽しいつどいになりました。 

「ママミスト」いろいろ使えるよ！ 

まな板や包丁に！ 
(包丁は柄の部分も忘れずに！） 

ママミストをかける前に、石けんで洗って
すすぎ、清潔なふきんで水分をふきとる。 

食器やコップに！ 
(使用後は清潔な場所に保管） 

冷蔵庫のお掃除に！ 
(掃除の仕上げに奥まで 
むらなくスプレーし除菌） 

ふきんやたわしに！ 
（水気をできるだけ絞り、 
表裏むらなくスプレーし、除菌） 
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電磁波問題＆コロナワクチン学習会 

刻々と状況の変わる現代日本。昨年より開始された５Gの電磁波問題、コロナワクチン、コロ
ナの治療薬、医療事情の最前線について、「遺伝子組み換え食品いらない！キャンペーン」
代表である天笠啓祐さんに伺いました。正しく知れば知るほど、選択する事に勇気がいる問
題だと感じました。今回はコロナワクチン、次回は電磁波問題（５Ｇ）についてお伝えします。 
 

くらしの委員会 主催       2021.3.14  

新型コロナワクチンの開発が始まったのが
2020年春。わずか1年で開発、承認、接種
に至っています。この速さは過去に例はあ
りません。 

1948年から始まった予防接種。 
病気を予防するための注射と 
思いがちですが、その目的は 
社会防衛のため。 
当時、接種は国民の義務で、罰則もあり
ました。副反応など健康被害もあり、
1994年には「予防接種を行うよう努める
」努力規定になり、強制力が無くなりま
した。そして現在は自治体からハガキ等
で連絡がくる原則無料の定期接種(努力
義務）、インフルエンザ等の希望者が自
己負担で接種をする任意接種に変わりま
した。 

「GCグリチキ」アレンジレシピ① 

「GCグリチキ」アレンジレシピ② 

「GC産直若鶏手羽元柔らか煮」
アレンジレシピ 

「GCじゃがバターコーン」 
アレンジレシピ 

新型コロナウイルスの 
予防接種も強制力はなく、 

努力義務です。 

承認 基礎 
研究 

動物 
実験 

①⇒②⇒③ 
臨床 
実験 

〈従来のワクチン承認の流れ〉 

※ 

※臨床実験では3段階に分かれ、段階ごとに人数が増え、 
 安全性と有効性を確認する 

従来ワクチンの開発には10年～数十年の期間
がかかっています。しかし新型コロナワクチ
ンはわずか1年。段階的に行わず、基礎研究
、動物実験、臨床実験を同時に平行して行っ
ているからです。 

予防接種とは・・・ ワクチン承認の流れ 

ワクチンは健康な人に接種するため
、安全性は絶対条件なのに💦 

イギリス アストラゼネカ社 

ウイルスベクターワクチン 

 ウイルスに抗原たんぱく質を作る
遺伝子を組み込んで接種。 
※今回はチンパンジーの 
アデノウイルスを使用 

過去にこの方法で承認されたのは
エボラウイルスワクチンのみ 

アメリカ ファイザー社 
アメリカ モデルナ社 

ｍＲＮＡワクチン 

 抗原たんぱく質を作る遺伝子 
ｍＲＮＡを人工合成。脂質ナノ粒子 
に包んで接種。 
過去にこの方法で承認された 
ワクチンはない。今回初めて 

日本が購入を契約したワクチン（3月14日現在） 
現在承認されているのは、ファイザー社のみ。アストラゼネカ社とモデルナ社は申請中です。 

いずれも、遺伝子を 
体内に入れ、体内で 

抗原を作らせるワクチン。 
そこにはいくつもの 
問題点がある。 

私は接種しないと決めて 
いますが、一概に否定 

するつもりはありません。 
皆さんの置かれている環境に

よって判断ください。 

・開発が優先され安全性が軽視 

・ウイルスベクターワクチンの場合 
 弱毒ウイルスでも毒性が復活する恐れ 

・ワクチンの有効性そのものに疑問がある 

・ｍＲＮＡワクチンの場合、ｍＲＮＡが 
 不安定な物質であり、有効性に疑問 



♥ おてがるサンド ♥ 
①GCあじわいのベーコンスライスと産直キャ
ベツを炒めます♪ 
②パンにスライスチーズと①をのせ、トマトケ
チャップを少しかけます♡ 
半分に折って食べてもいいですよ‼ 
 

… さるりんさん … 

きりとり 

♥ トッピングきのこカレー ♥ 
GCすご腕カレー(甘口)で作った「きのこカレ
ー」に、茹でたブロッコリー、ほうれん草、ゆ
で卵、GCあじわいのあらびきウインナー、コ
ーンなど好きなものをトッピングして、朝から 
ご機嫌にいただきます♬ 
 

… とっくりさん … 

 

①デポ№【   】②コース【       】 

③組合員番号【              】 

④【    市】⑤お名前【       様】    

⑥ペンネーム【        】・実名ＯＫ 
 
⑦クイズの答え 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
お寄せいただいた原稿は広報委員会で加筆・修正させていただく
場合がございます。ご了承ください。（202１．5月号） 

～ プレゼントクイズ ～ 

5月23日(日)、15周年グリーンコープ
○○○○生誕祭に来てね‼ 

～ 募集テーマ ～ 

オリンピック・パラリンピックで 

楽しみにしていることを教えて！ 

『ママミスト試供品(50ml)・綾肌サンプル(4セッ

ト)1000円相当』を抽選で ５名様にプレゼント♪ 
 

※プレゼントの抽選は募集テーマの採用とは別で行っています。 
クイズのみの応募もお待ちしています。 

きりとり 

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宛先まで送る・ 
メールでのご応募もできます。お待ちしております♪ 

５月１５日（土）必着 

応募専用 gc_midorin@yahoo.co.jp 
 （メールの場合は左記番号順にご記入ください） 
 

宛先 〒664-0845 伊丹市東有岡3-73-1 
 グリーンコープ生活協同組合ひょうご 広報委員会 
ＴＥＬ 072-777-7641 ＦＡＸ072-777-7805 

♥ スムージー ♥ 
産後の身体を気遣ってくれて、主人が毎朝スム
ージーを作ってくれます💛 

バナナ、キウイフルーツ、キンカン、りんご、
きな粉、ごま、蜂蜜など♡毎日組み合わせを変
えてバラエティーに富んだメニューです‼ 
 

… 有村 早苗さん … 

♥ ネグロスバナナのスコーン ♥ 
GCホットケーキミックス一袋と産直民衆交易
（ネグロス）バナナ2本を食品用ビニール袋に
入れてモミモミ💛混ざり具合によってはオリー

ブオイルまたは牛乳大さじ1～3程加えます♡ 
適当な大きさに分けて、トースターで20分程
温めるとバナナスコーンの出来あがり‼ 
刻んだチョコレートを入れても美味しいです♪ 
 

… すずママさん … 

元気がでる‼
を教えて！ 

★ これからの予定 ★ 
5月6日(木) くらしの委員会「せっけん学習会」 
6月8日(火) 第十七期総代会 神戸市勤労会館    
               大ホール          


