
すべての生命（いのち）に寄り添い、助け合い、支え合う地域をめざしてきたグリーンコープ
だからこそできることがあるのではと考え、被災地の支援活動に取り組んでいます。
復興を応援する商品も取り扱っています。

【災害支援カンパの会計報告】(2021年10月20日現在)
さまざまなカンパへの暖かいお気持ちとご協力、ありがとうございます。
各カンパへの協力金額や支援内容は機関誌(共生の時代)やホームページでお伝えしています。
ぜひ、ご覧ください。

・熊本地震支援カンパ…297,336,879円
・九州北部豪雨災害支援カンパ…129,324,938円
・西日本豪雨災害支援カンパ…108,280,067円
・九州北部大雨災害支援カンパ…41,147,866円
・台風19号災害支援カンパ…78,820,685円
・令和2年7月豪雨災害支援カンパ…132,546,432円
・令和3年8月豪雨災害支援カンパ…15,456,990円

【令和3年8月豪雨 災害支援活動報告】
グリーンコープ生協さが
在宅被災者のお弁当のお届け・お弁当用食材と食器の支援・「困りごとメモ」の配布と対応など。
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災害支援の取組と募金のお願い

れんこん学習会

まなびcafe024

組合員のレシピ

グリーンコープの災害支援の取り組み

災害支援活動の詳細は
こちらをご覧ください
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グリーンコープはこれからも被災地域への支援を続けていきます。
引き続きカンパのご協力をお願いします。

新型コロナ感染
拡大状況により、
内容の変更や中止、
zoom併用開催、
オンライン開催に

なる場合があります。

これからの予定
3月 1日(火)10時～12時 オンライン開催

『withコロナ時代の心と身体に優しいくらし方、考え方』

3月 2日(水)10時～11時45分 神戸委員会 春のつどい 東灘区民センター

『知って安心！食べて美味しい！焼きそば学習会』

3月 3日(木)10時半～12時 川西委員会 春のつどい キセラ川西プラザ

『お豆腐学習会～お豆腐メーカー「椿き家」～』

3月 9日(水)10時～11時半 尼崎委員会 春のつどい オンライン開催

『ホワイトデーイベント～チョコっと手作り 感謝を込めて～』

3月 10日(木)10時～12時半 くらしの委員会 芦屋市民センター

『ナチュラルクリーニング学習会』

3月24日(木)13時半～15時半 くらしの委員会 春休み親子企画 神戸市勤労会館

『アーサー・ビナード紙芝居「ちっちゃいこえ」作家本人による紙芝居実演と学習会』



学 習 会

zoom開催 おすすめ委員会 2021.12.2

熊本県のれんこん生産者やまびこ会による「れんこんオンライン学習会」が開催されました。

れんこん学習会は、やまびこ会女性部の皆さんから直接れんこん料理を教えていただける、毎年

人気の学習会です。去年から引き続きオンラインでの開催になりましたが、やまびこ会の皆さんが

れんこん料理を作っている手元を映しながら、調理解説をしてくれるので手順や作業の細かい所

も分かりやすく見ることができました。れんこんのすりおろしが練り込まれた熊本名物のだご汁は、

画面越しに見ているだけで、優しいお出汁のかおりがしてきそうなほど美味しそうでした！

れんこんの保存方法
・濡れ新聞に包み冷蔵庫へ
・洗った場合はラップにつつみ

チルドルームへ
・すりおろして袋に入れ冷凍し、
使うときに必要な量だけ折って

調理もおすすめ！

やまびこ会の
美味しいれんこん

やまびこ会
熊本県のれんこん生産者
高品質な栽培を目指し、
BMW技術を取り入れ、

ぼかし肥料、有機質肥料で栽培。
平均年齢４５～４６歳の

若い後継者の多い活気ある
生産者グループです。

れんこんの栄養素
食物繊維が豊富

ビタミンCはレモンより多い
でんぷんが多いので

加熱しにくい
節にはポリフェノールが
多く、のどに優しい

による特徴

7月～8月：水分量が多く、
サラダや焼く調理におすすめ

9月以降：旨味が増し、煮物など
どんなメニューでも
美味しく仕上がります

1月前後から：黒っぽく変色
ポリフェノールの一種
タンニンによるもの
（食べても問題なし）

※できるだけ鉄なべでの
調理は避けて！

（材料）
里芋 200ｇ
大根 100ｇ
鶏肉 100ｇ
人参 50ｇ
ごぼう 50ｇ
白菜 2枚
干ししいたけ 大1枚
うす揚げ 2枚
小ねぎ 5本

（団子用）
蓮根 200g
小麦粉 200g
白玉粉 50g
水 25g

（出汁）
しいたけ戻し汁 100㏄
和風だし 200㏄
酒 大１
水 1400㏄
塩 小1/2

れんこんの団子汁
（作り方）
①蓮根は、たわしでよく洗いすりおろす。
②小麦粉、白玉粉、水を①に混ぜ合わせ、
ラップをかけてしばらく置く。
③大根、里芋、人参、白菜、ごぼうは一口
大に切り、ごぼうは水にさらす。うす揚げ
は、短冊切りにする。
④鍋に、出汁を入れて、白菜以外の③を加
え、沸騰したら鶏肉を加え、味を調える。
⑤④に②を手で薄くのばして、ちぎって入
れる。団子が浮き上がったら、白菜、小ね
ぎを入れる。



共同体組織委員会 脱原発学習会 202１．11．11

ハミガキするように社会のことを考えよう
～原発事故とコロナと、社会と未来と。～ no.1

2021年度の脱原発学習会は、おしどりマコさんをお招きしました。おしどりマコ・ケンの夫婦

芸人で活動している中、東日本大震災が起こりました。東京電力福島第一原子力発電所

の事故後の報道と現実の違いに疑問を感じ、東京電力の記者会見に自ら足を運び、今日

に至るまで取材を続けています。おしどりマコさんの目をとおしてこれまでに取材された

ことや経験談をお聞きしました。

放射線には寿命があるの？

皆さん、知っていますか？原発事故は１0年ずっと続いています。
コロナ禍の緊急事態宣言は発令されたり解除されたりですが、原子力
緊急事態宣言は2011年3月11日から、今も発令中です。

2011年3月
東京の劇場で
子供たちを集めて
夫婦漫才をして
いました。

2011.3.11 東日本大震災
福島第一原子力発電所事故 発生

初めは、政府の安全だという報道を信じ、漫才
を続けたが、裏では、他の芸人達が家族を
西日本や海外に避難させていた。
その姿を見て、このまま子供たちを
会場に集めていていいのか？疑問がわく。

私たちが原発事故を追うようになったのは・・・

お
て
が
み

当時、劇場で「原発」も「爆発」
も言ってはいけないことになって
いたので、知り得た情報を、
「おてがみ」として書き、
子どもたちに配った。

真実が何かを知りたい！

東京電力の記者会見に
参加して本当に何が
起きているのか聞きにいこう！
情報を鵜呑みにせず、自分で
探して考え議論しよう！

そして、東京電力記者会見の初めての質問 （2011．4）

当初は毎日100名ほどの記者が集まっていた。しかしヤジが多く、質問はいつも同じ記者、

3時間手を上げても質問できない記者などフェアではなかった。そしておしどりマコさんに
初めての質問の機会がやってきました。

昼夜問わず、
ずっと放出しています。

100人もの記者がいたにもかかわらず、放射能の量について聞いたのは、おしどりマコさん

が初めてでした。結果が発表されたのは、３か月後の7月、放射能の放出量は10億Ｂｑ／時。

質問した4月は、なんと約2900億Bq／時でした。2021年9月現在の放出量は、14000Bq／時

。なんと今も、無事故の原発が１年間に放出する量を1時間で放出しているのです。

原発事故は今なお続いています。

原子力発電所の建屋から
毎晩白い煙が立ちのぼるのが
見えますが、何ですか？
爆発？放射能？

水蒸気です。
放射能物質は含まれています
。

えっ？
どのくらいの量で、夜に
何回煙をだしているのか？

グリコミ144号に続く→



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

⑦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。（2022．3月号）

～ プレゼントクイズ ～

やまびこ会が作っている産直野菜は

○○○○です。

～ 募集テーマ ～

GC産直たまごを使ったおすすめレシピ
を教えて！

『GCどこでもちょこっとのり佃煮
80ｇ(8g×10本入り)』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。

を教えて！

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♪

3月12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

『GC九州産中粒納豆』

GC九州産中粒納豆をご飯にのせて、GC焼
きずのり徳用で巻いて、手軽に取れる発酵食
♡九州産が嬉しい‼子供も喜んで食べます♥

… あかりんさん …

『GC宮崎県産きゅうり醤油漬』

わが家の欠かせないご飯のおともです♥
美味しすぎて止まりません‼
刻んでおむすびにしても美味しいです♫

… くまくまさん …

『GCからし高菜』

ほどよい辛さでご飯が止まらないです♪
おにぎりにしてもgood♡

… つみきさん …

『鮭焼ほぐし』

北海道産の秋鮭を塩漬けし、焼き上げてほぐ
しているので、とても美味しいです♡
これを食べたら、これ一筋になります‼

… アケちゃんさん …

この度、ひょうごの開発委員会から新登場の「GCもちもち米粉ミニたい焼き 240ｇ（8個）」と
「GCもちもち米粉ミニたい焼き（抹茶生地）240ｇ（8個）」が、原料の変更に伴い登場が遅れる
ことになりました。
５１号に登場予定とご案内しておりましたが、委員会で再検討するため、少し先の登場になります。
楽しみに待っていらっしゃる方には大変申し訳ありませんが、今しばらくお待ちください。
今後もひょうご開発委員会は、組合員の皆様の声をもとに開発を行っていきます。

開発委員会からのお知らせ


