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第十八期総代会のご案内

地域委員会紹介・委員募集

福祉委員会ができました！

まなびCafe027

組合員のレシピ

第十八期 が開催されます

６月１７日(金)神戸市勤労会館 多目的ホール

今年も新型コロナ感染対策を講じ、ハイブリッド（オンライン併用）で開催予定です。
組合員の代表である総代の皆さんに提案事項を議決していただきます。

グリーンコープは生活協同組合です。

みんなで出資金を出し合って運営しています。

そのため、みんなで考えるのが基本ですが

組合員全員が集まるのは大変なことです。

組合員の代表の総代が集まり、これまでの

１年間の活動報告とこれからの１年間をどのように

運営していくのかを決めるための会です。

総代会とは

【同時企画】

社会の課題となっている
「カーボンニュートラル」

についての学習会

講師
気候ネットワーク
東京事務所長
桃井たか子さん

〈今期総代会の主な議案〉
通常の報告と方針・予算等に加え、「福祉活動組合員基金設置の件」
「基金運用委員会設置とその管理運用に関する規定・規約・細則設定の件」
「グリーンコープは２０２７カーボンニュートラルの実現を目指します。」

について審議します。

・6月1日(水)１２時半～１４時半 東灘区文化センター調理室、オンライン併用※
・6月2日(木)１３時～１５時 ぐりーんカフェ（キープ＆ショップ住吉東町）
・6月3日(金)１２時半～１４時半 プレラにしのみや 実習室

１９時半～２１時 オンラインZOOM
・6月4日(土)１３時半～１５時半 神戸市勤労会館 ４０７
※総代懇談会は組合員のみなさんはどなたでも参加できます。参加をご希望の方は組合員事務局までご連絡ください。

総代のみなさんに総代会前に、議案内容のご理解を深める場を設けさせていただきました。
グリーンコープ生協ひょうごの組合員5000人の代表として、安心して採決をしていただきたいと
願って開催することになりました。積極的なご参加をお待ちしております。

【総代懇談会】

総代会は総代でなくても組合員の皆様はオブザーバ―（議決権はない）としてご参加いただけます。
準備の都合上、あらかじめ会場又はオンラインでのご参加の申し込みをお願いします。
グリーンコープ生協ひょうご組合員事務局 ☎０７２－７７７－７６４１



地域委員さん募集！

「
で

いっしょに活動しませんか？」

～神戸・西宮・尼崎・明石・川西～

地域委員会の活動は の開催です。

グリーンコープについて、もっと知って、もっと試して、楽しめる場が地域委員会。
商品のことをもっと知りたい、組合員のお友達が欲しい、生産者さんの話を聞いてみたい
、
新商品を試したいなど、参加理由はさまざま。興味のある方は、見学もできるのでぜひ
お問い合わせください。グリーンコープがもっと好きになること間違いなしです。

月１回
午前中

子連れ
OK

1歳以上託児あり
（託児料300円）

1歳未満は
一緒に参加

川西委員会
活動：木曜日
場所：川西公民館

（キセラ川西）
対象地域：川西市・宝塚市

猪名川町

活動：木曜日
場所：明石生涯

学習センター
対象地域：神戸市
（灘区・東灘区を除く)

明石市・三木市
稲美町

明石委員会

福祉といったら、難しい、特別なイメージを持つ人が多いかもしれませんが、

グリーンコープひょうごでは
◉自分以外の人をちょっと想うコト
◉自分以外のコトでちょっと動きたくなるコト

このちょっとした気持ちの芽生えが、福祉だと思っています。
その小さな気持ちの芽生えから、『住んでる街を住みたい街に』に
つながる活動にしていきます。

いっしょに考え、学び、動き、盛り上げてくれる福祉委員さんを募集します！

次回
6/２

次回
６/２

西宮委員会
活動：金曜日
場所：プレラ西宮

若竹公民館
今津公民館など

対象地域 ：西宮市

尼崎委員会
活動：水曜日
場所：女性ｾﾝﾀｰ

トレピエ
対象地域：尼崎市

伊丹市

神戸委員会
活動：水曜日
場所：東灘区文化ｾﾝﾀｰ

灘区文化ｾﾝﾀｰ
対象地域：神戸市

(灘区・東灘区)
芦屋市

次回
5/25

次回
６/１

次回
６/３

※専門委員会→ 地域委員会に入っている組合員さんが併せて入ることが出来る委員会です。

ひょうごに新しい専門委員会※「福祉委員会(仮称)」ができました！

委員会に出席された方には、
活動費：１０００円＋交通費
を支給します。

見学も大歓迎！興味がある方は
ぜひお問い合わせください。

地域委員会の
詳しい活動内容は
HPからご覧いただけます



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 ～

前回から引き続き、ひょうごのくまの物語。理科の先生たちと「野生ツキノワグマを守る会」

を作った森山まりこ名誉会長。多くの生徒たちも入会を望みましたが、生徒をまき込むこと

を恐れ断り、先生方大人だけで設立しました。しかし次の日学校に行くと・・・

こうして教師も生徒も、ともにクマの保護に向けて動き出すことに！

2022.1.13

「熊の会」結成！ ツキノワグマ
よみがえれの会
結成しました。

野生動物に
山を返そう
の会です！

生徒たちが次々とやってきて
自分たちも保護団体を作った
と意気揚々と言います。
こうして武庫東中学校に
なんと１６のクマの保護団体が
できたのです。

生徒たちは、テレフォンカードを手にどんどん役場に電話をかけたり、署名を集めるために奔走しま
した。大人の私たちは署名活動にもなかなか苦戦していましたが、生徒たちはどんどん集めてきます。

「駅に立ってるねん」
「町内の家をピンポンして回ってる」
「スーパーの前に毎日立ってるねん」

「どうやって
集めているの？」

「どうして
そこまで
できるの？」

「これは熊だけの問題じゃない。ぼくらの問題でもある」
「先生、大人ってぼくら子供に愛情ないんかな。
自然も資源も残してくれないんやな」

集まった署名をもって、生徒たちと県庁、営林局、東京の霞が関の環境省まで出向きましたが
どこも何一つ聞き入れてくれませんでした。最後の手段、兵庫県知事に直訴することに。
今までのやり方ではだめ、生徒たちと何度も何度も猛練習を重ね、会見に向かいました。

ツキノワグマは野生で残さないと意味
がない。君たちはよく勉強しているね
私の仕事なのでやってみます！

やっと生徒たちの想いが届きました。これまでにた
くさんの行政の人に会いましたが、最も生態学に通
じていたのが兵庫県貝原知事だったのです。

ここから、流れが変わり始めました。

全国植樹祭

スギをやめ
２６種の広葉樹

に変更

生徒たちと
全国植樹祭

参加できることに

両陛下がお泊りの
宿舎でお付きの方に

手紙を届ける

次の日の新聞に掲載
環境庁で

臨時記者会見

兵庫県ツキノワグマ、絶滅のおそれにつき、狩猟禁止令を発令！

生徒たちの願いがついに届きました。生徒たちの役割はここで終了、解散しました。

その後、１９９７年春「日本熊森協会」を設立。（生徒たちは大学生になっていました。）
熊の１字を入れたのは、最大獣の熊が生きる森が残れば、以下すべての生き物（猿、鹿、
猪、鳥、魚、虫・・・）が自動的に生き残ると知ったため熊をシンボルにしました。

奥山の
保全・再生

大型野生
動物保護

講演
環境教育

原生林ツアー

豊かな森を
守るため活動
しています！

昭和25年以来、天皇皇后両陛下の御臨席のもと、全国各地から緑化関係者等の参加を得て、
両陛下によるお手植えや参加者による記念植樹等毎年開催されています。



♥ かぼちゃスープ ♥

GC産直石垣島・宮古島のかぼちゃの皮をむき、
サイコロ状に切ってレンジで８分チンします♫
かぼちゃをつぶし、鍋に入れて牛乳でのばします
❤塩、こしょう、バターで味をととのえます❤

… さるりんさん …

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。（2022．６月号）

～ プレゼントクイズ ～

奥山の自然を守ろう!ひょうごの○○の物語

～ 募集テーマ ～

GCウィンナー・ベーコン・ハムを使った
簡単レシピを教えて！

『GCトマトソース(有機アメリカ産トマト使用) 345ｇ

＆ 国産小麦の生パスタ(フィットチーネ)200ｇ』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♪

６月１１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

♥ ジャンボプリン ♥

GC産直びん牛乳とGC元気いっぱい産直たまご
でジャンボプリン‼
GC奄美きびさとうでカラメルを作ります♪
牛乳が美味しいのでクリーミーなプリンです❤

… ほっこさん …

♥ 牛乳たっぷり★クリームシチュー ♥

玉ねぎをバターで飴色になるまで炒めます。
さらに具材を炒めたら九州産原料使用米粉と
牛乳を少しずつ加え、最後に水とGC洋風だし、
ローリエ、塩、こしょうで整えます❤

… いとうえんさん …

5月2４日(火)10時～12時 灘区文化センター「親子でおはなし会」

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」

６月2日(木)1１時～1６時 ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ住吉東町「ぐりーんCafe」

7月1日(金)10時～11時45分 若竹公民館「りんごみかん研究所」

「お話ししませんか」
毎月第２火曜日ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ大久保

６月１４日(火)

毎月第４火曜日ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ住吉東町

５月２４日(火)

「ひだまり」
毎月第３火曜日ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ住吉東町

６月２１日(火)

連続企画「生活アートクラブのくらしの学校」

6月9日(木)10時～12時半 リード芦屋

「海洋汚染とマイクロプラスティック」

6月11日(土)10時～12時半 オンラインzoom

「染毛剤の危険性と簡単ヘナの使い方』

6月30日(木)10時～12時半 神戸市勤労会館

「雪室ぬかを含めた腸内細菌と免疫力のお話」

こ れ か ら の 予 定

※これからの予定は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。


