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新年度の総代を募集しています！

コーヒー学習会 報告

大掃除大作戦 報告

組合員のレシピ

これからの予定

「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

1月10日(火)
毎月第４火曜日

ｷｰﾌﾟ&ｼｮｯﾌﾟ住吉東町

12月27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

12月20日(火)
1月17日(火)

グリーンコープは生活協同組合です。

組合員全員が出資金を出し合って運営しています。

そのため、グリーンコープについて

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。

そこで組合員の代表として、

１年間グリーンコープの運営や活動を見守り、

意見を伝えることができるのが総代（総員代表）です。

来年度の総代募集をしています。総代って何？難しい事を任されるの？そんなの荷が重いと
思われる組合員さんも多いと思います。でもそんなことはありません。
総代は組合員なら、だれでもなることができます。年一回の総代会の出席や、グリーンコープ
に日ごろ感じている質問やこんな商品が欲しい！など意見を直接伝えられるチャンス。
ぜひ総代になって、これからのグリーンコープ生協ひょうごについて一緒に考えませんか？

・2023年6月に開催される
第19期通常総代会に出席

（または、書面議決書を提出）

・毎月発行される総代ニュース
をお届けします。
各委員会報告や、総代から
届けられる質問への回答
などご覧いただけます。

立候補受付期間
11月14日(月)
～3月24日(金)

総代の役割

総代をした感想
商品開発の様子や
組合理念などを学ぶ
ことができ、思い切って
総代になってよかったと
感謝しています

原材料や添加物など
質問を直接届けることができ
大変丁寧に回答を頂き
とても嬉しかったです

カタログだけでなく
細かい情報を知ることで

新しい商品を
注文してみたり
活動に参加したり
良い経験ができました

総代会に出席して
グリーンコープの経営や
活動報告を知ることができ
身近に感じるように
なりました

総代ってなに？

・「おおきくなったよ、おおきくなったね！わくわくクリスマス会」
12月15日(木)10時～12時 芦屋市民センター ふくし委員会ラポール

・「みんなの居場所」
12月21日(水)13時～16時 キープ＆ショップ住吉東町

・「ぐりーんcafe」
1月19日(木)11時～16時 キープ＆ショップ住吉東町

・春のつどい「おうちで育てる仕込みみそ味くらべ会」
2月2日(木)10時～12時 アスピア明石北館 明石委員会

・春のつどい「え？ぬかって食べられるの⁉春からはじめる腸活大作戦」
2月3日(金)10時～12時 リード芦屋 西宮委員会

生産者やメーカーの
皆さんと直接交流できる
機会があり、商品への
こだわりや思いを

聞くことができました



コーヒー学習会

ハマヤコーヒーは創業98年の老舗で、関西の百貨店を中心に取引をされてきたそうです。グリーン
コープで扱っている東ティモールブレンドコーヒーは、東ティモールのアラビカ種という高価な豆を、
家庭で１～2か月間で使いきれる量で販売しており、とてもお買い得な価格になっているそうです‼

①ペーパーフィルターの側面と底面を互い違いに折り曲げる
②ペーパーを器具にセットして、粉を平らに入れて中央にくぼみをいれる
③粉が浸る最小量のお湯で３０秒蒸らす
④500円玉くらいの円を描くようにゆっくりと注ぐ(２分半前後)
⑤飲みたい量のコーヒーがポットに落とせた時点でドリッパーを外す

2022.10.28

西宮委員会ではハマヤ株式会社の大西豊さんにお越しいただき
コーヒーについて学習しました。
いつもは自由に座っている委員会ですが、この日は1テーブル
３名ずつの班ごとに実習しました。
テーブルの上には、すでにドリッパーやドリップケトルなどが並べ
られ、準備万端の中始まりました。

ハマヤコーヒーのこだわり

美味しいコーヒーの淹れ方(ペーパードリップ)

Point‼
④の注ぐ時間が長くな
ると苦味、えぐ味が出
てしまうので気をつけ
ましょう！

・コーヒーの保存にはゴムパッキン付き
の瓶または密封できる容器に袋ごと入れ
ます
・保管場所は冷暗所、家庭では｢冷蔵庫｣
が最適です
・長期間保存するなら｢冷凍庫｣が良いで
すが、必ず常温に戻してから保存容器を
開けるようにしましょう‼
急激な温度・湿度変化は劣化を促進して
しまいます！

保存方法

お湯を注ぐポットが
ない場合は急須でも
代用できます！

コーヒーには和菓子もよく合うという
ことで、商品開発委員会で開発検討した
『GCもちもち米粉ミニたい焼き』を
食べました。
レンジで少し温めた、たい焼きはもちも
ちとしていて、香りのよいおいしいコー
ヒーにとても合い、幸せな時間を過ご
せました。

試食

西宮委員会に
遊びに来ませんか？
（月1回金曜日午前中)

知りたい！やってみたい！
を大切に

楽しく活動しています❤



ナ チ ュ ラ ル ク リ ー ニ ン グ 大 掃 除 大 作 戦 ！

12月に入りそろそろ大掃除を始めないと！と気持ちが焦っている方、必見！
11月7日（木）にくらしの委員会主催、ナチュラルクリーニング大掃除大作戦に行ってき
ました！委員長によるせっけん講座、キッチン周りの掃除や、洗濯機でのお洗濯の実演。
みるみる落ちていく頑固な油汚れに「こんな簡単に落ちるなら、いままでの大掃除は何だ
ったのか」とびっくり！すぐにでも取り入れたい使用方法ばかりでした。

くらしの委員会

汚れってなに？

そもそも汚れとは、ほこりが原因。ほこりの時にすぐに掃除できたら、簡単に
とれます。しかし、ほこり＋油（皮脂など）になるととれにくくなります。
昔の人はよくはたきでほこりをとっていました。しかし、現在は、家の断熱気
密性能が上がり室内の湿度が上がったので、汚れ（ほこり＋油）＋湿度がカビ
の原因になっています。

せっけんで汚れが落ちるわけ

見分けるコツ

アルカリは

ベトベト汚れ

酸性はカリカリ汚れ

実際にせっけんを使って掃除してみよう！（キッチン回り）

洗濯せっけん

・パワフルつけ置き洗い
換気扇・コンロ（五徳・排気口カバー）

酸素系漂白剤

１ ２：
①50～60Cのお湯に、粉せっけんと酸素系漂白剤大さじを1:2の割合で入れる。
②軽くかき混ぜてから、換気扇の羽や、五徳などを漬け込む。
1時間から一晩など、汚れ具合を見ながら置く。
③スポンジなどで撫で洗いして、汚れを落とす。

時間が長いほど効果UP！
熱に弱い素材もあるので
確認して使ってね！

・万能アルカリウォッシュスプレー
コンロ周り、ドアノブ、壁紙、フローリングなど

アルカリウォッシュ

毒性がないので、
2度拭き不要！

・おふろ洗いのしゃぼん泡スプレー
シンク内の仕上げ洗いや、洗面所、もちろんお風呂にも

①500㎖のペットボトルに5～10ｇのアルカリウォッシュ
を入れて 軽く振ったらできあがり！
②市販のスプレー口をつけて使えば、とっても便利

おふろ洗いと商品名に書いていますが、シンクなどステンレスに強いせっけんです。
洗い流せる場所の掃除にとても便利。万能に使えるので、初めの1本におすすめです。

せっけんを使うと生活がいまよりHAPPYに！
手荒れや肌荒れも解消！そして自然にも優しい。
せっけんで優しいお掃除実践しませんか？

汚れは中和させることでおちます。そしてたいていの汚れは酸性です。
せっけんはアルカリ性なので、ほとんどの汚れはせっけんで落ちます。

アルカリ性の汚れは酸性（酢・レモン・クエン酸）で

落とすことができます。合成洗剤は必要ありません。



きりとり

おすすめクリスマス スイーツ
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。（2023．1月号）

～ プレゼントクイズ ～

せっけんを使って○○○○○クリーニングを

始めよう！

～ 募集テーマ ～

こころもからだもほっこり♥
あったかメニューを教えて！

『おふろ洗いのしゃぼん泡スプレー(380㎖)

＆ナチュラルクリーニングハンドブック』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♪

１月１３日（金）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

ツリー風ケーキ

GCホットケーキミックスで大・中・小のホッ
トケーキを２枚ずつ焼き、GC生クリームでホ
イップクリームを作ります❤
大・中・小の順番でホットケーキの間にクリー
ムとフルーツを挟んでツリー風ケーキの
出来上がり♪

… ルポさん …

バナナカップケーキ

① GCホットケーキミックスにココアを入れて
カップケーキの生地を作ります❤

②カップに生地を流し入れて、中央に１/３に
切ったネグロスバナナを立てて焼きます★
バナナにキャンドルを立てても楽しいですよ‼

… さるりんさん …

クッキーのオーナメント

星やハート、クマ型のクッキーを焼いて、もみ
の木に飾り付けします★
こども達がとても喜びます❤

… コスモスさん …

ブッシュドノエル

四角の天板で焼いたカステラ生地でロール
ケーキを作り、生クリームをぬってブッシュド
ノエルを作ります❤ヘラで木の幹のようにして

イチゴを飾ります♪

… ラベンダーさん …

デコレーションミルクレープ

GCミルクレープホールを産直いちごとGC
生クリームでデコレーションします❤仕上げに

パプアのカカオニブを振りかけて大人味でも
いただけます♪

… とっくりさん …

他には･･･

★GCクリスマスショコラ
★GC米粉のプラリネノエル
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