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グリーンコープ 4R 運動

情報紙

げんきくんニュース
発行

生協

せっけん学習会「せっけんを知ろう！」
講師（株）シャボン⽟本舗

号

理事会

1 ⽉ 18 ⽇（⽉）開催

加藤友和さん

①下に引っぱり

みなさんは「せっけん」と「合成洗剤」の違いをご存じですか？
ものを洗い、きれいにする⽬的は同じですが、原料や製法、成分が
まったく違います。 詳しくはグリーンコープのホームページ
「商品について→せっけん」を参照
シャボン⽟の無添加⽯けんは、⼿間暇のかかる「ケン化法」という製法で約 1 週間かけて、合成界⾯
活性剤・⾹料・着⾊料・酸化防⽌剤を使わずにつくられています。天然油脂の保湿成分で
お肌はしっとりした洗い上がりに、洗濯は柔軟剤いらずです。
コロナ対策にも
せっけんで⼿洗いを！

「無添加」をうたう商品が増えてい
ます。しかし何かの添加物が 1 つ⼊
本当に「無添加」？
っていないだけでも「無添加」と表
⽰されている場合があります。
イメージに惑わされず「何が添加されていないのか」表⽰を
しっかり確認しましょう！
その「無添加」って

布マスクの洗い方を紹介します
ファンデーションと口紅がついた
布マスクをせっけんで洗いました。
①40 度程度のお湯で濡らす。
②固形せっけんをこすりつける。
③お湯の中で押し洗いする。
④最後にきれいなお湯で洗い流す。
詳しくはインスタグラムに動画があり
ますので見てください。

びんのキャップを外してリサイクルへ出してください。

②上に引きぬく

②くるりと外す

12(月）
11：00～
11：40

16（金）
23（金）

スタッフ内山宅（法源寺）
ZOOM によるサロン
「わたげのじかん」開催

佐賀市

げんきくんのみせみやき店
わたげるーむ
みやき町
嘉瀬公民館
佐賀市

ベビーマッサージ
＊初回お試し 40 分間です！！
ショートメールで申し込み後
詳細をお知らせします。
春のオブジェ作り
こどもの日メニュー作り
かぶとの春巻き＆ちまき

＜洗濯⽤＞

無添加シャボン⽟スノール（粉・固形）

＜⼿洗い⽤＞

⼿洗いせっけん

＜ハミガキ＞

シャボン⽟

＜洗濯⽤＞

シャボン⽟スノール純⽯けん（固形）

バブルガード

薬⽤せっけんハミガキ

※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

A:シャボン玉本舗

☆質問

☆感想

Q:苛性ソーダ（せっけんの原料）は合成化学物質に当たらないので

・自然派風洗剤に疑問があったのでそれを解決できてスッキリし

すか？

ました。

A:化学物質になると思います。ただ、苛性ソーダを反応させると中

メーカー:オーガニックや無添加など、いいイメージの言葉だけ

和され無害なせっけんになります。

が先行して、中身や定義などを知っている方はごく一部です。
「せ
っけん」と「合成洗剤」の違いをたくさんの人に知ってもらいた

Q:ドラム式の洗濯機でよい使い方があったら教えてください。

いです。

A:ドラム式洗濯機の場合、使用する水の量が少ないので、洗濯物を

・テレビ CM に惑わされないようにします。せっけんの良さを

詰めすぎに注意して、洗濯槽に直接せっけんをふり入れる事がポイ

発信していきたいです。

ントです。

メーカー：是非せっけんの良さを 1 人でも多くの方に伝えて下さ

問合 先
子育
代表 内山

今後の予定

お問合せ先
この商品を使用

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 4/7（水）、21（水）、28（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）

4 月は学習会や交流会等の開催予定はありません。

インスタグラムはこちらの
QR コードからご覧ください。

い。

組織委員会で４R びんキャップの外し方動画
を作成しました。インスタグラムに 3 月 15 日
投稿します。 QR コードからご覧ください。

子育てサロン４月の予定
14（水）

〜シャボン⽟⽯けん商品ラインナップ〜

Q:組合員

４R びんキャップの外し方

●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（リサイクルショップ）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

●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

組合員

組合員
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電話／ 0952- 37 -7907
〒849-0922
佐賀市高木瀬東 6 丁目 13-22
定休日 土曜日、日曜日

《 営業時間 》
月～木 １０時３０分～１８時
金
１０時３０分～ 時
祝日も営業しています。
《キープ受け取り時間》
月～木 １１時～１８時３０分
金
１１時～１９時

分

電話／ 0955-25-8075
〒848-0041
伊万里市新天町 719-1
定休日 土曜日、日曜日

営業時間
月 金 時
時
分
祝日 営業
受 取 時間
月 金 時 営業時間内

.

お近くに来られた際はお立ち寄りください。ご来店の際はエコバックをご持参ください。

《個配手数料が気になっている方へ》
おみせのキープ組合員になると商品代金が３％

となり、個配手数料もかかりません。

