
産直びん牛乳の生産者さんに１７７枚のタオルと３２通のメッセージが集まりました。
組合員のみなさん、ご協力ありがとうございます!!
熊本県菊池地域の生乳生産者さんへお届けします。

タオルとメッセージ
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タオルとメッセージのお礼

Instagram1周年記念ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ

まなびCafé０２２

組合員のレシピ

これからの予定

グリーンコープの産直びん牛乳は飼料や殺菌方法にこだわり、牛乳本来のおいしさと栄養を
大切にした組合員と生産者さんの思いがたくさんつまった牛乳です。
ところが、近年利用が減少し生産をやめざるをえない生産者さんたちも少なくありません。
そんな生産者さんたちを応援し、産直びん牛乳の利用を増やすために未使用のタオルと
メッセージを届けています。

未使用のタオル

牛の乳腺炎防止と品質を保つため搾乳前
(2回)におっぱいを清潔なタオルで拭い
ているので、大量のタオルが必要です‼
タオルは色、柄物はOKですが、刺繍や
アップリケは乳房を傷つけるので使用で
きません。
バスタオルやハンドタオルも使用できま
せん。

メッセージ

生産者さんが励みになるメッセージや絵(お子
様の絵など)をメッセージ集としてまとめ、
生産者さんにお届けしています。

定期予約

定期予約にすると通常より3％もお得になり
ます‼
安定した注文は生産者さんも助かります。

11月18日(木)10時～12時 オンライン開催 『fromネグロスセミナー』
11月18日(木)11時～15時30分 キープ&ショップ住吉東町 『ぐりーんCafé』
12月 2日(木)10時～12時 オンライン開催 『れんこん料理会』

『夢ヲかたちに！Café』秋のつどい
休日の部 11月21日(日)14時～16時 神戸市勤労会館405 (定員15名)
平日午前の部 11月26日(金)10時～12時 リード芦屋1F (定員15名)
平日夜の部 12月 6日(月)19時半～21時 オンライン開催 (定員25名)

来年も未使用のタオルとメッセージをよろしくお願いします。



グリーンコープ生協ひょうご公式Instagramをはじめて1年がたちました。そこで1周年を記念
して、フォロー＆投稿でみんなもらえるキャンペーンをすることになりました。いつもInstagram
をご覧いただいている方も、初めてInstagramの存在を知ったという方もぜひこの機会にキャ
ンペーンにご参加ください。特賞に選ばれた方はInstagramで紹介させていただきます。
皆さんのご応募お待ちしています。(詳しくは11月22日週配布のチラシをご覧ください）

〈Instagram1周年キャンペーン応募概要〉

対 象：グリーンコープ生協ひょうご組合員の方
募集期間：2021年11月22日(月)～2022年1月14日(金)
内 容：グリーンコープひょうごのInstagramをフォローし、自身の

Instagramでグリーンコープ食材を使った料理を投稿してください。
（既にフォローしている方は投稿のみでご応募いただけます）

投稿時、キャプションに @greencoop_hyogo
ハッシュタグに #グリーンコープひょうご応募 と入力してください。

※アカウントを非公開にしている方はグリーンコープひょうごをフォローし投稿後、
「グリーンコープ食材を使った投稿のスクリーンショット」をグリーンコープひょうご

のInstagramのメッセージに送信してください。

賞 品：特賞 （３名） グリーンコープおすすめ商品1000円相当
参加賞（全員） 和風万能うまかたれ 100㎖とレシピ集
※InstagramのDMにて投稿確認の連絡を致します。その際組合員番号と配送コースを
お伝えください。応募期間が終了してもこちらからのDMが無い場合、お手数ですが、
グリーンコープ生協ひょうご組合員事務局072-777-7641までご連絡ください。

グリーンコープ生協ひょうご公式

Instagram1周年キャンペーン
～フォロー＆投稿でみんなもらえる～

まずは
フォローしてね！

「まな板入らず、混ぜるだけ！簡単鶏つくねハンバーグ」
材料は「産直若鶏ミンチ」、「ミックスベジタブル」、
「元気いっぱい産直たまご」、「和風万能うまかたれ」だけ！
混ぜて焼くだけで簡単に今夜のメイン料理ができあがります。

①ミックスベジタブル100gを炒めるか、レンチンで解凍します。
②たまご１つは、黄身と白身に分けておきます。
③ボウルに鶏ミンチ300gと①と卵の白身、
チキンコンソメ1袋、塩少々を入れて混ぜます。
④好きな大きさに丸め、油を引いたフライパンで焼きます。
⑤ハンバーグが焼けたら、火を止め、「うまかたれ」を適量かけます
。
⑥お皿に②の黄身と一緒にのせたらできあがり。

洗い物もボウルとフライパンだけで家事楽レシピ。小さめに作って、
お弁当にも使えます。何より、黄身がつくねにめーっちゃ合うので
ごはんもお酒も進みますよ。

「和風万能
うまかたれ」の
おすすめレシピ

Instagramを
フォローして

グリーンコープ
食材を使って
料理！

気に入った料理
を投稿してね。



ゲ ノ ム 編 集 食 品 学 習 会 ２

2019年7月に開催されたゲノム編集食品学習会から2年が過ぎ、当時ゲノム編集食品が市場
に出回る事を危惧していましたが、ついに現実の話になりました。想像以上の速さで、開発が
進められ、安全性の確認のないまま、私達の食卓へゲノム編集食品が並ぼうとしています。
ゲノム編集食品の現状とこれから私たちができることについて天笠先生に伺いました。

2021.９.17

今、世界にあるゲノム編集食品は2種類です。

①高オレイン酸大豆 ②高GABA（ギャバ）トマト
米国初のゲノム編集食品 日本初のゲノム編集食品

GABAは血圧を下げる
ので健康にいい！

オレイン酸は
一価の不飽和脂肪酸
なので健康にいい！

米国のカリクスト社で開発。2018年から
栽培が開始され、米国中西部のファース
トフード店で食用油として使用されてい
る。日本には入ってきていない。

筑波大学の江面教授のもとで開発、販売は筑波
大発のベンチャー企業、サナテックシード社。
2020年12月に届出が受理され、2021年5月中旬か
ら苗の無償配布を開始し、収穫も行われた。
9月15日からネットでの販売が始まっている。
さらに、このトマトを用いたトマトピューレの
販売を行うと発表している。ただしゲノム編集
食品であるとわかる表示付で販売する。

「シシリアンルージュハイギャバ」

環境への影響や、安全性を評価
する試験は行われていないのに
健康にいい！と売り出している

今、開発が進められているゲノム編集作物・動物は？

肉厚マダイ

ミオスタチンという
筋肉を制御する遺伝子
を壊すので、筋肉の成長が
止まらないため、早く成長し
、筋肉量の多い鯛になる。
京都大学と近畿大学が開発、
ベンチャー企業リジョ‐ナル
フィッシュ社を設立。
9/17に届出が受理された。

シンク能改変稲

植物ホルモンにかかわる酵素
の遺伝子を壊すことで、植物
ホルモンが増加し、花芽が増
え、籾数が増えるので収穫増
につながる。
農研機構で2017年から5か年
計画で試験栽培中。

・アルカロイド軽減ジャガイモ
（ソラニンなどを含まない）

・成長が早いコオロギ
・養殖しやすいマグロ
・養殖しやすいマサバ
・除草剤耐性大豆
・除草剤耐性小麦
・除草剤耐性・殺虫性トウモロコシ

etc...
主食穀物の

農薬耐性への開発が
多く進められている

表示のないゲノム編集食品、私たちはどう選べばいいの？
遺伝子組み換え食品には表示があり、私達はどのお店で購入しても、遺伝子組み
換えでない食品を選ぶことができました。しかし、ゲノム編集食品は環境への影
響も食の安全も評価されず、表示もないままに販売されます。
出どころの確かな、遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品を扱わないところから
購入することです。また、ゲノム編集食品を反対！拒否しましょう。署名や条例
、学校給食への呼びかけ、人に伝えるなど出来ることからはじめましょう。

↓前回学習会↓

ゲノム編集食品の現状は日々変化している。
9月15日にゲノム編集のトマトの発売が始まり、今日（9/17）
、
ゲノム編集の肉厚マダイの届出が厚生労働省で受理された。
思っているより早いスピードで進んでいるのが現状です！



🍠 秋サラダ 🍠

GC産直さつまいもとかぼちゃを蒸してつぶし
て、GC元気な卵のマヨネーズ少しとノヴァの
有機レーズンを入れて冷やせば出来上がり♪

… 有村 早苗さん …

きりとり

を教えて！

🍄 きのこ汁 🍄

①しいたけ、しめじ、えのきなどお好みの
きのこを切る
②GCだしパックでだしをとる
③GC白玉粉で団子を作る
④②のだしに①と③を入れて醬油で味をととの
える
⑤三つ葉またはねぎを入れて出来上がり♡

… さるりんさん …🍁 がぼちゃのムサカ 🍁

①産直トマト2～3個を大きめのざく切りにし
て塩をふっておく
②産直たまねぎ、かぼちゃ、なすは食べやすい
大きさに切る
③フライパンに油を入れ、ミンチを炒め(お好
みでにんにくのみじん切りを入れても)そこに
②を入れ油がまわったら①を入れる
④蓋をして10分程、火が通ったらチーズを入
れ溶けたら出来上がり‼

… ラッキーさん …

🌰 秋の蒸しパン○ 🌰

①GC産直さつまいも、かぼちゃ、栗などを
1cm角に切り、レンジで1～2分加熱します
②GC蒸しパンミックスの種に①をザックリ混
ぜます
③炊飯器の炊飯コースで15分位で出来上がり
ます💛簡単です‼

… さえさん …

①【 市】 ②コース【 】

③組合員番号【 】

④お名前【 様 】

⑤ペンネーム【 】・実名ＯＫ

⑥クイズの答え

⓻募集テーマ

⑧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。（202１．12月号）

～ プレゼントクイズ ～

高GABAトマトは

日本初の○○○編集食品です！

～ 募集テーマ ～

おすすめバレンタインレシピを教えて！

『GC蒸しパンミックス』を

抽選で 6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♪

12月4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


