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第十八期 が開催されました

6月17日(金)神戸市勤労会館

昨年に引き続き理事長に互選されました清水園子です。
昨年度よりGCひょうごでも「夢ヲかたちに！理事会」を始動し、

福祉の活動に一歩踏み出しています。
「住んでいる街を住みたい街に」・「共助」で行う参加型地域福

祉を目指して、１年をかけて検討を重ねました。『福祉活動組合員
基金（１００円基金）設置』と『基金運用委員会設置ならびにそれ
に付随する細則等』を提案し、審議の結果可決されました。
また『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』も可決されました。
当日同時企画で、気候ネットワークの桃井貴子さんより「カーボ

ンニュートラルの現状と未来～私たちにできること～」というテー
マで気候変動のお話を伺いました。また、グリーンコープひょうご
、共同体専務理事の片岡宏明より「グリーンコープのカーボンニュ
ートラル２０２７」についての話をしました。
グリーンコープの願いである、『みどりの地球をみどりのまま子

どもたちに手渡すために』、組合員ひとりひとりが出来ることを考
え、グリーンコープを利用することでカーボンニュートラルの実現
に近づけるよう共に取り組んでいきましょう。

6月17日（金）神戸市勤労会館多目的ホールにて、第18期通常総代会を開催しました。

感染対策を講じた会場とオンラインでご参加いただくハイブリッド開催で行いました。

理事会より第1～第8号議案まで提案し、総代の皆様にご審議いただきました。

会場での当日採決と書面議決書により、全て可決され承認されました。

理事長挨拶

第十八期 総代会開催報告

キープ＆ショップ紹介

夏休みのイベント案内

組合員のレシピ

withコロナを生きる今だからこそ、人とのつながり、助け合いの心を大切にし、
ひょうごの地域にグリーンコープを広め、仲間を増やすために活動を続けます。

１）人と人が出会って交流できるときは感染予防対策をしながらリアルに出会い、身につけた
オンラインも活用し、組合員同士が顔と顔を見ながら話す機会を作ります。

２）組合員が主体となって行う商品の開発検討、産地やメーカー生産者との交流、せっけん・
平和・脱原発・４R等、様々なグリーンコープ運動をひょうごでも実践し発信していきます。

３）食べものだけではなく、グリーンコープらしい福祉を地域で広げられるよう、夢ヲ語り合い
ながら検討し、一歩一歩進めます。

４）２０２７カーボンニュートラルの実現に向けて組合員も共に考え進んでいきます。

今年度の組合員活動方針



キープ&ショップ
紹 介

住吉東町
すみよしひがしまち

おしゃれな水色テントが目印♪
明るい店内で木のおもちゃや絵本で遊べます❤

★営業時間★
㊌１１時～１６時
㊍１１時～１６時
㊎１１時～１６時
☎078-414-8814

ＪＲ住吉駅改札から
南へ徒歩3分

5台

西宮北口
にしのみやきたぐち

選りすぐりの人気商品をセレクト♪
組合員が集う❤わくわくする場所です❤

★営業時間★
㊍１０時～１６時
㊎１０時～１９時
☎0798-31-3433

稲 野
いなの

お仕事帰り❤お出かけ帰りに
便利な駅前店‼

阪急稲野駅西改札の
目の前

★営業時間★
㊊１０時～１８時
㊋１０時～１８時
☎072-770-5884

大久保
おおくぼ

さわやかグリーンの内装は組合員たちの
手によるものです‼

JR大久保駅北出口から
徒歩１０分

２台

★営業時間★
㊊１１時半～１８時
㊍１５時～１８時
☎078-935-1101

武庫之荘
むこのそう

「あってよかった」地元に愛されて❤
台形の建物が目印です‼

★営業時間★
㊊１０時～１９時
㊋１０時～１９時
㊌１１時～１６時
☎06-6438-7176

猪名川
いながわ

ベテランスタッフが駐在する❤
困った時に頼りになるお店です‼

キープ＆ショップではカタログで注文した商品を、店舗で受け取る
ことができます。また、店頭に置いてある旬の野菜や一部の商品も
組合員の方はご購入いただけます。

★営業時間★
㊋１４時～１８時
㊍１４時～１９時
☎072-765-0008

★伊丹センターキープ★注文した商品の預かりのみです。(☎072-777-7630)

★六甲アイランドこぽらっと★
毎週金曜日１０時～１４時『おやさい市』を開催しています。
(アイランドセンター駅直結ファッションマート1階)
注文した商品の受け取りもできます。

便利なキープ＆ショップをぜひ、ご利用ください。

能勢電鉄日生中央駅
から北西へ徒歩１０分

１台

阪急西宮北口駅東出口
から東へ徒歩１０分

阪急武庫之荘駅北口
から北へ徒歩１０分

３台

こぽらっと

おすすめの
ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾌﾟ商品や

ﾚｼﾋﾟを載せています‼



みんな来てね！

夏休みはグリーンコープの楽しいイベントがたくさんありますよ♪
地域委員会の親子企画や、原生林ツアー、福祉委員会のプレイベントなど。
お友達やご家族を誘って、ぜひお申し込みください。配布中のちらしは
グリーンコープ生協ひょうごHPからもご覧いただけます。

「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

７月１２日(火)
毎月第４火曜日ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ住吉東町

６月２８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

７月１９日(火)

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」

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」

7月14日(木)11時～16時 ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ住吉東町

「ぐりーんCafe」

これからの予定

※イベント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。あらかじめご了承ください。

「精華堂あられ学習会」

7月28日(木)10時～12時
場所：明石市生涯学習センター
対象：組合員とそのお友達

4歳以上のお子様
参加費：無料

明石委員会のワクワク♪
～夏休み企画～

「親子で作ってみよう非常食」
～ポリ袋活用レシピ～

7月29日(金)10時～11時45分

場所：プレラにしのみや
対象：組合員とお子様
そのお友達とお子様

参加費：無料

こどもでもカンタン
キャンプでも作れちゃう‼

「親子deお豆ふを学ぼう」

8月18日(木)10時～12時
場所：キセラ川西プラザ
対象：組合員と5歳以上のお子様
参加費：大人300円、子供200円
お土産：手作りお豆腐セット

（親子に１つ渡します）

豆腐ができるまでの豆知識♪
～夏休み親子企画～

福祉委員会プレイベント
「おおきくなったよ

おおきくなってね」

7月30日(土)
10時半～15時

場所：六甲アイランド
神戸ファッションプラザ

対象：どなたでも参加できます。
※まだ使えるおもちゃ、
絵本、子供服を会場に
お持ちください。
1人10点以内。

（残った物はお持ち帰り願います）

子ども用品交換会♪
～足形アート・読み聞かせ～

原生林ツアー
in 岡山県若杉天然林

～五感で触れる本当の森～

7月31日(日)
三宮8:45出発 18時解散予定
講師：日本熊森協会
対象：組合員とその家族
参加費：大人 4,000円
子ども（5歳以上） 3,000円
※詳細は配布ちらしを
ご覧ください。

西宮委員会

明石委員会

川西委員会

くらしの委員会※イベント詳細は配布ちらしをご覧ください。
ちらしの配布週はそれぞれ異なります。



きりとり

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。（2022．７月号）

～ プレゼントクイズ ～

組合員なら誰でも利用できる‼

○○○＆ショップ

～ 募集テーマ ～

免疫力up‼レシピを教えて！

『GC乾そうめん(300g)＆ざるうどん(300g)＆

GCつゆ(ちくご)2倍希釈500ml のセット』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♪

７月９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

♥ そうめんチャンプルー ♥

※余ったそうめんで作ります
①産直ピーマン、人参、玉ねぎ、ハムなど冷蔵
庫の残り物を千切りにします♫
②①をGC一番搾り純正ごま油でサッと炒め、
ほぐしたそうめんを入れて混ぜ合わせます❤
③しょうゆ少々と塩、こしょうで味付けして
最後に削りかつおをまぶして出来上がり‼

… すみさん …

GC食材で作るおすすめ麺料理
を教えて！

♥ おつまみそうめん ♥

さっと茹でた産直親鶏スライスと塩もみした
産直きゅうり、茹でたGCそうめんをかけポン
と一番搾り純正ごま油、塩吹き昆布で和える❤
仕上げにネギを散らして出来上がり♪
ビールに合います‼

… とっくりさん …

♥ 釜揚げうどん ♥

乾うどんを茹でて釜揚げにして、炒めたﾍﾞｰｺﾝ
と産直にらのみじん切りをのせて、GCあまく
ち国産丸大豆醤油と卵黄を加えて出来上がり♫
お好みで柚子こしょうを添えて❤

… ぬこさん …

♥ ばち汁 ♥

①味噌汁を作ります(具材はなんでもOKです)
②GC乾そうめんを半分に折っていれます★
❤手軽にできる昼食です❤

… さるりんさん …

♥ GC瓦そば ♥

茶そばの香りがたまりません‼
元気いっぱい産直たまご、産直国産牛肉、産直
小ねぎ、産直小松菜などをトッピングして簡単
なメインになります❤

… とも子さん …


