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春のつどい報告（明石）

春のつどい報告（尼崎・神戸）

組合員のレシピ

奥山の自然を守ろう！日本熊森協会講演会

ひ ょ う ご の く ま の 物 語
～ そ し て 、 日 本 の 自 然 と 未 来 ～

兵庫県のツキノワグマの絶滅を救ったのは、中学の生徒たちとその教師。

一枚の新聞記事をきっかけに、生徒たちは大人や世間を巻き込み、

最後は天皇陛下の元へ。生徒たちの熱意が政治を変えます。

熊が人里におりてきたんじゃない、私達が熊の棲む奥山を奪い、

熊は餌を求めてたどり着いたのが、人里だっただけ。

わずかに残る、熊の棲む豊かな森を守り、再生するために立ち上がった

日本熊森協会前会長 森山まり子さんのお話を伺いました。

オラこんな山いやだ 朝
日
新
聞

雑木消え
腹ペコ眠れぬ

ツキノワグマ
環境破壊に悲鳴
真冬なのに里へ
・・・・射殺

1992.1.14 始まりは女子生徒の
一枚の新聞記事

新聞を読んだ生徒たちは「可哀そう」「何と
かしたい」と発言してきました。私は自然保
護団体が日本にあると思ってそう答えました
が、その新聞以降、熊の絶滅に触れる記事は
でません。

念のため兵庫県庁に電話し、60頭のツキノ
ワグマについて聞くと、「熊は害獣ですから
、護るなんて聞いたことない」と言われまし
た。日本で熊は害獣。熊を守る自然保護団体
などなかったのです。

先生！
絶滅止めたい！
くまを助けて
あげたい！

そんなことは
自然保護団体の
人たちに任せ
たらいいのよ

先生！
「クマ守れ」

言う人
現れた？

会うたびに聞いてくる生徒たち

理科の先生と
「野生ツキノワグマ
を守る会」を
作りました。

私達も守る会に
入れてください！

これは
先生たちが
する事だから

この後起きた事は、想像得ないことでした。

生徒たちの熱意が世の中を変えるのです。 次号に続く→

熊を守る人はだれもいない
自分たち（先生）がやるしかない
でも生徒を入れるとまき込む事に
なるので入れる事はできない

1992年当時、私は尼崎市立武庫東中学校の理科教師でした。
女子生徒が自主学習として新聞記事と作文を提出してきました。

そこには「射殺されたやせてガリガリになったツキノワグマ」の写真が
大きくとりあげられていました。

記事の内容は「日本の奥山の広大な部分が、戦後の拡大造林という国策
によって、スギやヒノキの人工林に変えられ、ねぐらやえさ場をなくした
ツキノワグマが、本来冬眠中だが空腹に耐えられなくなり山から人里へ
降りてくるケースが目立っている。兵庫県のツキノワグマは推定あと60頭。
絶滅寸前!」と書かれていました。

5月号、6月号連続
でお伝えします。

2022.1.13



今年も地域委員会で春のつどいが開催されました。
明石委員会・神戸委員会・尼崎委員会のつどいの様子をお伝えします。

＜明石委員会＞

生ハンバーグ
ご存知ですか？

明石委員会
春のつどい

4種類の生ハンバーグの食べ比べと開発新商品の

「GC国産牛の贅沢デミグラスハンバーグステー

キ」も試食しました。

1度に食べ比べする機会はないので、それぞれの

ハンバーグの特徴、味の違い、好みのハンバーグ

が見つかったのではないかなと思います。

メーカーさんに聞いたオススメの焼き方で焼いたらハンバーグを焼くの

と同時に付け合わせ野菜も作れ、とても簡単で美味しく出来ました！

ふっくらジューシーハンバーグの焼き方

①フライパンを熱して油をひき、中火にして
解凍した味付ハンバーグを入れて、両面に
焼き色がつくまでじっくりと焼く。

Point：ハンバーグは解凍しすぎないように！
フライパンは、しっかりと予熱して下さい。

②フライパンに残った焼き油をペーパータオル
でふきとり、8～10mmに輪切りにしたジャガ
イモと人参をフライパンに並べ、その上にハンバ
ーグをのせ、熱湯を野菜の高さくらいまで注ぐ。

Point：ジャガイモと人参は、ハンバーグが
お湯に落ちないように並べて。

③フタをし、中火の弱で約8分蒸し焼きにする。

Point：8 分の加熱で水分がなくなるようなら、
火が強すぎるので、火を弱め少しお湯を足して！

④お皿にハンバーグ・付け合わせの野菜等
を盛りつける。

付け合わせも
一緒に出来ちゃう!! 
ふわふわ、ヘルシー
本格ハンバーグの
出来上がり！

これからの予定
4月19日(火) 14時～16時 ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ住吉東町

「おしゃべりサロンひだまり」

４月28日(木)11時～16時 ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ住吉東町

「ぐりーんCafé」

5月26日(木)10時～12時半 神戸市勤労会館

「太陽油脂さんによるせっけん学習会」

第十八期 総代会

６/１７（金）
10：００～１２：００

神戸市勤労会館
組合員の方ならどなたでも参加できます。
参加希望の方は組合員事務局までご連絡ください。

第十八期 総代会のご案内

2022．3.3

※新型コロナ感染拡大状況により、内容の変更や
開催中止になる場合があります。



ホワイトデー
イベント

チョコっと手作り
感謝を込めて

尼崎委員会
春のつどい

今年もコロナ禍での開催ということで、昨年に引き続きZOOMでの実施と

なりました。それでも多くの方にご参加頂けて、尼崎委員会一同とても

嬉しかったです♪

事前に「GCミルクチョコ」、「チョコラ デ パプア オーレ」、チョコ用

カップの制作キットを配布し、当日は画面上でデモを行いながら皆で

楽しく作ることが出来ました。

パプアの濃厚な味がチョコに深みを出してくれて、

溶かして固めるだけですが、とても美味しかったです。

それぞれの家庭でトッピングを用意し、

オリジナルのチョコ作りを楽しむことができました。

ホワイトデーイベントとして
ZOOMでチョコ作り
を行いました！

知って安心！
食べて美味しい！
やきそば学習会

神戸委員会
春のつどい

市販品との違いは、麺は国産小麦を使用、ソースにはアミノ酸（グルタミン
酸ナトリウム）は使わずに、酵母エキスを使い、繊細なコクがある味に仕上
げました。麺を黄色に発色するために使うかんすいには、リン酸ナトリウム
は不使用。瓦そばのつゆも鰹節や昆布のエキスを使用しています。

こだわりがたくさん詰まった焼きそばが、
さらに大好きになる学習会でした。

美味しい焼きそばの焼き方は?!
焼きそばの麺は具材よりも先に焼き、
一度お皿に逃がすのがポイント！

同じフライパンで具材を焼いてから、
麺を戻して味付けすると

焦げずに美味しい焼きそばができますよ！

2022．3.9

2022．3.2

神戸委員会ではカミサリーエイトさんと白雪食品さんを
講師に焼きそばの学習会を行いました。
オンライン工場見学、焼きそばと下関名物瓦そばの
実演料理など焼きそばの魅力溢れる学習会でした。



きりとり

を教えて！

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。（2022．5月号）

～ プレゼントクイズ ～

第十八期○○○は6/17(金)です！

～ 募集テーマ ～

GC食材で作るおすすめ麺料理を教えて！

『GCとんかつソース360㎖

＆ GCパン粉200g』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14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 ワーカーズ虹色

ＴＥＬ 072-777-7641 ＦＡＸ072-777-7805

♥ ＧＣ産直たまごのＴＫＧ ♥

ＧＣ産直たまごはとても美味しいので『卵かけ
ご飯』が一番です‼
生卵の上に｢ＧＣ焼きずのり徳用｣をたっぷり散
らして｢ＧＣこいくち国産丸大豆醤油(ちくご)｣
をかけて食べたら幸せです❤

… ララさん …

♥ サンドイッチ ♥

ＧＣリッチロールの真ん中を切ります。
GC産直たまごにGCトマトケチャップ、GC元
気な卵のマヨネーズ、GC奄美きびさとうを少
し入れてスクランブルエッグを作り、産直きゅ
うりをはさんでいただきます♫

… とも子さん …

♥ そぼろごはん ♥

①ＧＣ産直たまごをさとう、しょうゆで炒り卵
を作ります
②産直ピーマンと産直人参をみじん切りにしま
す
③GC産直若鶏ミンチと②を少しのごま油で炒
め、みりん、しょうゆ、さとうで味をととのえ
ます
④①と③をあわせてできあがり ❤

… さるりんさん …

♥ 炒り卵＆温泉玉子 ♥

GC九州産きざみ高菜と溶き卵を胡麻油で炒り
卵を作るのが好きです♡
ちっちゃいのがWebで当たったら温泉玉子を作
ります♪

… いかちゃんさん …


