
 
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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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 

とっても美味しい 
お魚シリーズ！ 

珍しいキンキの煮付けです。 
いろんなお魚、食卓に是非！ 

15周年グリーンコープ 

ひょうご生誕祭 
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 

 

来て！ 

見て！ 

知って！ 

話す！ 

ら 



交流会   ZOOM開催  

おすすめ委員会  
2021.１.19 

 

米沢郷牧場は、1994年の米の取引開始から30年以上交流を続けている生産者グループです。
今年はコロナ感染予防のためオンラインで交流会を開催しました。 
米沢郷牧場の本部がある高畠町は、山形県東南部に位置し、東を宮城県、福島県と接し、 
最上川の源流である松川、屋代川、和田川の扇状地に開けた自然の恵み豊かな町です。 
「まほろばの里」と呼ばれ、歴史と伝統の豊かなところにあります。 
交流会当日もzoomを通して山形の雪景色を見せて頂きました。 
米沢郷牧場は一面雪に覆われ、生産者の皆さんがどのような環境で 
栽培をされているのか、また理想の農業を目指していると熱く語る姿に 
参加者はみんな米沢郷のファンになりました。 

私は自転車隊に 
参加してないけど、ママと 

千羽鶴を折りました。千羽鶴で 
不戦を願います。私は戦争を 
してないし、戦争を知らない 
けど友達と仲良くします。 

けが人を出さない様に、 
事故は絶対に起こさない。 

体調不良にならないように自分で 
自分の限界を判断する。 

運営側も参加者もただ一生懸命 
に取り組むだけでなく、やめるという 
選択肢を持ちながらこの2日間 
を過ごしていると感じました。 

 

長崎に起こった 
原爆投下、そして戦争が 
奪ったもの、残したものを 

学びながら参加することで、 
子どもたちが戦争を正しく知る 

事ができることも、すごく 
いい事だと思いました。 

なぜ、自転車なのか 
と思っていたが、お互いが 
見守り合うのが平和に 
つながる活動なんだと 

思いました。 

DVDを見て、自転車隊 
を支えるボランティアの方たちの 
結束の強さを感じた。この2日間
の経験を経て、子供たちがこれ

からの人生で迷った時の 
指針になると思った。 

zoom
開催 

 
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。 

 

会場開催 
 
 
 

（zoom併用） 

BMW農法は自然浄化農法。 

文明社会がもたらした現代の仕組みの目詰まりを直す。 

たくさん売りたいために(早く育てたい為に化学肥料を使うと
すぐ効き、たくさん早く野菜は出来るが味わいは薄いし、作物
は出来るが土はどんどん痩せていき、土を作る作用はないし
微生物はいなくなる。これが文明社会のひずみ… 

有機肥料は遅く効く土にもいい影響を与える。 

BMW農法は有用な微生物を増やして使う、 

EM農法は地域の有用な微生物を集める。 

米沢郷牧場は、「自然循環型農業」を目標
にした有機農業者組織です。 
 
「自然循環型農業」とは、「土」「水」「大気」
そして「微生物」の間の自然の物質循環を 
全体的に取り戻そうという考え方です。 
そのために私たちは畜産、野菜、米、果物、
畜産加工品を全て行い、その間を菌体飼育
工場、堆肥センター、BMWシステムなどで結
び付けています。 

〈米沢郷牧場グループが大切にしてきたこと〉 

例えば・・・ 
もみすり後のもみ殻を鶏舎に敷き 

鶏糞はBMW技術を使い、堆肥になって
田んぼや畑に戻ります。 

・米(赤とんぼB米沢郷こしひかり等） 
・さくらんぼ（佐藤錦、紅秀峰等） 
・洋梨（ラ・フランス等） 
・りんご（ふじ） 
・生もち  
・産直米沢郷牧場のミニトマト 
・とんぼのめぐみのおせんべい など 
             

米沢郷牧場の商品 

・苗箱1箱当り   ７０ｇ     １７０ｇ 
・栽植1坪当り   ３８株    ７０株 

稲の撒き方は慣行栽培に比べて隙間を広く撒きます。 
すると葉っぱが多く広く開き、もみもたくさんつきます。 
慣行栽培とどちらがたくさん収穫できるかというと 
実はあまり変わりません。稲と稲の隙間、間隔が広い分 
伸び伸びと成長するからです。その分雑草も生えやす 
くなるため、昔ながらの除草作業はなかなか大変です💦 

  赤とんぼ栽培     慣行栽培 

赤とんぼ米栽培 と 一般の慣行栽培 

手間と愛情をかけて素晴らしい
生産物を作って頂きありがとう
ございます！ 
これからも利用し続けることで
応援しています。 

・GC星がいっぱいせんべい 
・とんぼのめぐみのおせんべい 
・お茶 

事前にお届けした試食 



まず、合成洗剤にも石けんにも界面活性剤 
は含まれています。 

  

ゼリー石けん 
用意するもの 
・粉せっけん（スノール） 20ｇ～50ｇ 
・ぬるま湯(40～50℃） 500㎖ 
・ボウル 
 
作り方 
①ボウルに粉せっけんを入れ、ぬるま湯
で溶かす 
②常温で3時間ほど置く 
③手で固まりを砕いて柔らかくする 
④汚れに塗り10～20分置いて、水で流す
か、ふき取る。 

パッケージをみて、無添加と表記されてる
し、これにしよう！と選んでいませんか？ 
よ～く見てください。「○○○無添加」と成
分が小さく書かれていませんか？ 
実は添加物が一つでも入っていないと「無
添加」と表示することができます。 
「無添加」＝安心安全と思いがちですが、
何が添加されていないのか確認しましょう
。 
シャボン玉石けんの「無添加」は石けん成
分のみです！ 

シャボン玉石けんの 
無添加への想い 

創業111年のシャボン玉石けん 
実は初めから無添加石けんでは 
ありませんでした。 

2021.1.14 
 

毎回人気のせっけん学習会。今回の講師はカタログでお馴染みのシャボン玉石けんです。ひ
ょうごでは初の学習会ということで、とても楽しみに参加しました。 
オンライン開催でしたが、実演や動画なども交えながらの熱い話しぶりに石けんアドバイザ
ー前田さんの想いがとても伝わってきました。参加者からの質問も多く挙がり、一人でも 
たくさんの組合員さんに知ってもらいたい内容が盛りだくさんの学習会になりました。 

1960年代、合成洗剤を製造・販売し売上を伸ば
していました。しかしその頃、先代社長は手の赤
い湿疹に悩んでしました。 
ある日、国鉄から無添加石けんの注文を受け、
試作品で洗濯や、体を洗ってみると、その赤い
湿疹が無くなり、肌がきれいになったのです。 
しかし、自社の合成石けんを使うと、再発。 
合成石けんが原因だったと分かります。 
 
社長は一大決心をし、1974年に無添加石けんの
製造・販売に切り替え、シャボン玉石けんが誕生
しました。社員が100人から5人になるなど、苦し
い経営が続きましたが18年目に黒字化。 
シャボン玉石けんは、復活を遂げるのです。 
 
 

が 

ダメだと思っていませんか？ 

界面活性剤・・・ 
水と油の境界線を界面と言います。水洗いで 
油汚れは落ちないので、界面活性剤で境界を 
なくし、汚れを落とす働きをします 

界面活性剤が合成のものを合成洗剤と言い
ます。石けんと合成洗剤の違いは、成分表示
を見れば簡単に見分けられます。 
 
石けんのものは成分に「石ケン素地」や「カリ
石けん素地」など石けんという言葉が見られ
ます。「石けん」という表示がなければ、合成
洗剤かも？表のパッケージではなく成分欄    
をみて選びましょう。 

 

と書かれているけど・・・ 

それってホントに無添加ですか？ 

シャボン玉石けんの３つの特徴 
１．お肌にやさしい 
２．環境にやさしい 
３．昔ながらの無添加石けん 

石けんでお掃除しよう！ 

換気扇 
コンロ 網戸 

フィルター 



 

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。（202１．4月号） 

～ プレゼントクイズ ～ 

『自然循環型農業』 を行っているのは 

○○○牧場です‼ 

～ 募集テーマ ～ 
じめじめ気分を吹き飛ばす‼ 

気分が上がるとっておきメニューを教えて！ 

『シャボン玉スノール(１㎏)』を 

抽選で 3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♪ 

4月10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 

『乗馬』 
 

GCのチラシに入っていた乗馬の体験がきっか
けで、小3の娘と乗馬を始めました♡ 
馬のおかげで娘が少し穏やかになったように思
います💛 

… りかりかさん … 

『ベランダ菜園』 
 

GCで種、実りの土、肥料を購入してブロッ
コリーを育てています🎵 

蕾が見えてきたので収穫が楽しみです‼ 
 

… たじりさん … 

『塩麹作り』 
 

免疫力をupさせるためには、腸内環境を良く
することが大切だと知り、作り始めました♡ 
予想以上に高校生の子どもたちのウケがよく、
炒め物や汁物など、旨味が足りないときに少し
加えると味がきまります‼味噌や醤油と同じよ
うに使えて意外に飽きません🎵 
 

… すみさん … 

『Zoomでオンラインヨガ』 
 

スタジオよりは汗は出ませんが、家でゆっく
りマスクなしでできるので、最近ハマってい
ます🎵トップインストラクターさんのヨガが

うけられるので上達します♬ 
 

… Yumikoさん … 

『桃鉄（桃太郎鉄道）』 
 

いろんな場所に旅した気分♡旅先で美味しいも
のを食べた気分を味わいつつ、子どもたちに 
とっては地理の勉強にもなって一石三鳥です♪ 
 

… ももさん … 

『写真整理』 
 

アルバムを作ったりしています♡ 
 

… むぎさん … 

               を教えて！ 

子どもも 

よろこぶ❣ 


