
助成団体 活動内容 助成内容 助成額（円）

一般社団法人地域活性化いじ

め撲滅実行委員会（佐賀）

いじめに悩む子どもの一歩を踏み出すきっかけを提供
しいじめのない社会を地域とともに作っていくことを
目的する団体。

物品購入 188,760

スタディサポート

ｇｒｅｅｎｂｏｏｋ（佐賀）

生活困窮家庭や不登校等の問題を抱える子どもたち
に、学びの場を提供し、学習支援を行うことを目的と
する団体。

事業運営資金 97,800

地域互助力向上ネットワーク

0-100 地域の輪（唐津）
誰ひとり孤立しない地域づくりを目的とする団体。 物品購入 45,000

遊び・遊ぶ・遊べ（伊万里）
子どもが感性を磨き育む機会を作っていく事を目的と
する団体。

事業運営資金 100,000

特定非営利活動法人オレンジ

（佐賀）

障がいのある人が、生活の中に喜びを感じ、生きる力
を身につけてその人らしい暮らしができる社会の実現
に向け、生活を支えるサービスの提供、相談事業なら
びに社会参加等の事業を行い、地域社会の福祉の増進
に寄与することを目的とした団体。

事業運営資金 200,000

特定非営利活動法人こだま

（嬉野）

住み慣れた地域で尊厳を持って生活が送れるよう支援
を行い、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を
図り、福祉の増進に寄与することを目的とする団体。

事業運営資金 100,000

よりみちステーション（武雄）
身近な地域の中に、誰もが気軽に集い語らいのできる
居場所づくり、子ども若者が主体的に過ごし、学び・
育ち合う場づくりを行うことを目的とする団体。

事業運営資金 100,000

地域団体関係合計 831,560

労働協同組合

ワーカーズびすけっと

地域で暮らす人々の家事援助や、高齢者や障がいをも

つ人が安心して快適な生活を送るための支援。

介護職員初任者
研修・強度行動
障害支援者養成
(実践・基礎）

38,245

       福祉     関係 合計 38,245

さが理事会 家計簿クラブ2020（２サークル） 運営費 40,000

グリーンコープ生協さが理事会合計 40,000

2020年度一次募集 助成額合計 909,805

100 円基金は、組合員活動、子育て応援、福祉ワーカーズの人材育成、地

域の福祉団体やグループなどに活用されています。

また、新しい活動や取り組みを始める団体・グループからの申請もあり、

私たちの「ひと月 100 円」が、地域で活動される方たちを支えています！

福祉活動組合員基金

（100円基金）とは
組合員より毎月拠出していただ

いている100円を、地域の福祉活

動に役立てるための基金です。

本基金の運用委員会では、申請された案件につい

て、内容の慎重な審議や視察を行い、助成を決定し

ています。

今年度は新型コロナウイルスの影響

で運営が困難な団体やグループの方か

らの申請もありました。私たちの100

円が、地域の中で支えあい助けあうため

に、活かされていることを実感します。

これからもよろしくお願いします！

≪福祉委員長 相賀 祐加≫

    年度   組合員    情報紙 

げんきくんニュース
発行        生協  理事会

    号

お問合せ先
●商品に対する疑問やお問い合せ

・てるてるコーナー 0120(14)0586

●配送などのお問い合せ

・さがセンター 0952(32)2801

・たけおセンター 0954(20)0099

・からつセンター 0955(73)1293

●げんきくんのみせ

鳥栖店 0942(83)1902 みやき店 0942(50)8544

本庄店 0952(27)3177 高木瀬店 0952(37)7907

唐津店 0955(80)7085 伊万里店 0955(25)8075

武雄店 0954(20)0099

●ゆう＊あい 本庄店 0952(27)3177

●ファイバーリサイクル専用送り状(料金 612 円)

OCR 申込書 または GCWeb 申込番号 9988

●組合員活動(行事・学習会など)

・さが組合員事務局 050(3535)2860

問合 先

子育                

代表 内山              

子育てサロン２月の予定

15(月） 嘉瀬公民館 佐賀市 成長の＂メモリアルグッズ＂作り

19（金） げんきくんのみせみやき店

わたげるーむ みやき町
北欧のモービル

ヒンメリ作り

26（金） スタッフ内山宅（法源寺） 佐賀市 ベビーマッサージ

※時間は１０：００～１２：００

・定員は３～１０組、サロンにより異なります。必ず予約をしてください。

・当日の自宅での検温（母・子）、健康観察をお願いします。

・手指消毒の準備あります。お母さんは必ずマスク着用をお願いします。

・昼食は設けません。飲み物はご持参ください。

グリーンコープさが 今後の予定

２月は学習会や交流会等の開催予定はありません。

※３月１日週開催の地区組合員総会のお知らせ（茶封筒）が２月１日週に配布されます。

出欠連絡票は必ず提出していただくようお願いいたします。

福祉活動組合員基金助成活用報告会を開催しました！

今年度は新型コロナ感染拡大予防の為、例年行っている「ふくし

まつり」の代わりにオンラインで、福祉活動組合員基金の助成を受

けられた団体の報告会を開催しました。私たち組合員が毎月拠出し

ている１００円がどのように活用されているのかを各団体の方々

からお聞きすることができ、福祉は身近なことなのだと感じること

が出来ました。その後のディスカッションではグリーンコープの３

つのワーカーズ（びすけっと・watage ・ゆう＊あい）の代表から、

それぞれの活動に関する思いを伝えていただきました。

各団体、ワーカーズの方々は「自分の為」ではなく、「誰かの為

に」という思いで活動を行われていると強く感じました。

まずは知ること、そして関心を持つこと、そしてそ

こから少しずつ「住んでる街を、住みたい街に」変え

ていけると思います。組合員が拠出している１００円

が、沢山の方々を支え合う為の大きな活力になってい

ることを感じられた報告会になりました。

《副理事長 副島 優樹》

●子育て・行政の福祉サービスの情報・福祉生活用品

ふくし情報でんわ 0952(32)0668

●子育てサロンや託児など、子育て支援

子育てサポートセンターwatage 080(3483)2529

●介護・介助・家事サービス
指定訪問介護事業所 指定障害福祉サービス事業所

ふくしサービスセンターびすけっと

佐賀 0952(33)4450 鳥栖 0942(83)1944

西部 0954(68)0401 唐津 0955(72)1377

●障がい児デイサービス（嬉野市）
指定児童発達支援・放課後等デイサービス事業所

障がい児通所支援事業所 one･ピース 0954（68）0402

●障がい者・障がい児 相談支援（鳥栖市）
指定特定相談支援・障害児相談支援事業所

相談支援事業所ぽけっと 0942(80)6080

●暮らしの中のお金の問題で困った時は

生活再生相談室へ。 0952（37）0771

みやき

「おやこ de あそぼう・

つくろう・すごそう space」

からのお知らせ

カフェ 2/3（水）、10（水）、24（水）

１１：００～１４：００

いつでも自由に参加できます。

参加費１００円（ドリンク付）

運用委員会審議の様子

みんなの助け合いの「100 円」が、

「住んでる街を住みたい街に」の実現に

向かう「力」になっています。これからも

「福祉活動組合員基金」へのご理解と、

ご協力を、よろしくお願いします。

報告団体

・特定非営利活動法人こだま

・特定非営利活動法人オレンジ

・心和ー佐賀の会

・よりみちステーション

・佐賀に理想のオルタナティブスク

ールをつくる会

・ボランティアグループ響

・地域活性化いじめ撲滅実行委員会

・スタディサポート greenbook

・さくらんぼランド

・遊び・遊ぶ・遊べ 他
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副理事長 副島優樹

福祉委員会

昨年は世界中が想定外のウ

イルスに困惑した年でした

が、それだけに、様々な場面

でグリーンコープの良さを

再確認できました。困惑して

ばかりではいられません。

住んでる街を、住みたい街

に!！委員一同、力を合わせ

てがんばります

福祉活動組合員基金運用委員会

昨年  活動自粛 組合員 集  機会

 減       思  感  日    

  新  生活様式  変化     中

  利点 発見       今年 便利

     活用     安心安全 食 

   商品 平和 環境 福祉他 取 組

  人 人       実感      

   仲間作  利用 高  活動   

       

皆    会      

楽     

理事長 柳川晶子

げんきくんニュースと共

に、2020 年から instagram

をスタートしています。フォ

ローしてください。

2021 年も組合員活動や、

げんきくんのみせ情報をし

っかり伝えていきます。

広報

グリーンコープの産直は組

合員の「安心安全な食べも

のがほしい」という思い

から生まれています。

生産者と顔の見える

関係を大切にしながら

学習をしていきます。

鳥栖東地区会

鳥
栖
西
地
区
会

武
雄
地
区
会産直委員会

商品委員会

２０２１年も地区会を

よろしくお願いします。

唐津東西合同地区会

組織委員会


