「いのちをつなぐかさじぞう基金」へのカンパ
ありがとうございました。

2021 年度 さが組合員のための情報紙＊

げんきくんニュース

4/12 号

発行：グリーンコープ生協さが理事会

2021 年度 体制紹介！
産 直 委 員

会

商

品 委 員 会

組 織 委 員

会

19 号 20 号で 250.700 円のカンパをいただき、38 名の方へ貸付を行いました。また、日用
品等を購入し、お困りの方への支援を行っています。今回、49 号 50 号で 389.600 円と前
回を上回る沢山のカンパをしていただきました。
この「いのちをつなぐかさじぞう基金」は、所持金がわずかであったり、電気が止ま
る等、緊急で生活費が必要な方へすぐに貸付できる、どこにもない支援として利用され
ています。
コロナ禍、相談員は生活に困窮される方の急増を肌で感じています。コロナの収束は見えず、相談さ
れる方は増えていくと思います。今後も、困った方への支援に大切に活用させていただきます。
組合員の皆さんに感謝申し上げます。
生活再生相談室
グリーンコープさが組合員事務局

私たち組合員事務局は、理事会のもとに存在し組合員主権を守りぬくため
に、活動組合員にとって身近なパートナーをめざし活動を続けてきました。
そんな私たちは、この春ワーカーズになりました。組合員の「のぞみ」と私
たちワーカーの「のぞみ」がかなうよう協働していきます。
2021 年 4 月 1 日設立
組合員事務局長 牧田

ワーカーズコレクティブ

のぞみ
産直委員長 小川 幸恵
生産者と顔の見える関係を大切
にしながら、組合員の皆さんに
産直品についてもっと
知ってもらえるよ
うに学習会や交流
会を企画していき
ます。宜しくお願
いします！

福 祉 委

員 会

商品委員長 横尾 明子
カタログで取り扱っている商品
は、事前に商品検討委員会で丁寧
に検討を行い商品化しています。
組合員に末永く愛される商品を
生み出せるよう今年度はさがの
委員会で商品開発も進めていき
たいです。組合員の想いを広く吸
い上げカタチにできるよう取り
組みます。
福祉活動組合員基金（100 円基金）

運 用 委 員 会

組織委員長 永田 知子
今年度はオンライン学習会を活用
し、グリーンコープの運動を拡げ
ていきます。脱原発、平和、ＳＤ
Ｇｓ、民衆交易、せっけん･･･など
など、いっしょに学んでいきまし
ょう！

子育てサロン 5 月の予定
14（金）

みやき町
佐賀市

「かぎあみのお花で作ろうヘアアクセ」

18（火）

みやきサロン
川副サロン

19（水）

ひなた村サロン

佐賀市

26（水）

ZOOM によるサロン
「わたげのじかん」開催

「園内散策、冒険の旅に出よう！」
「オンラインでわらべうた、絵本遊び」
申し込み後 ID,パスコードをお知らせし
ます。
「時短でできる手作りおやつ」

11：00～
11：40

28（金）

広 報 担 当

かせサロン

佐賀市

「ベビーマッサージ」

※時間は１０：００～１２：００（ZOOM 除く）
・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。

グリーンコープさが 今後の予定
・ 5/17（月）せっけん学習会
１０：３０～１２：３０ オンライン開催
お問合せ先

福祉委員長 相賀 祐加
今年度も、グリーンコープの福祉
について広く学び、組合員の皆さ
んに伝えていきます。そして、皆
さんの生活の中にある福祉をす
こしでも感じてもらえる様、福祉
委員会でアプローチしていきた
いと思います。

100 円基金運用委員長
酒本 京子
昨年は長く長く助走をとった年
でしたが、新しい年度を迎え新メ
ンバーも加わり、これまでより遠
くに跳べる 1 年でありたいと、委
員一同思っています。どうぞよろ
しくお願いします。

広報担当理事 佐々木 裕紀
今年度も広報を担当します。
委員会や地区会の情報やグリー
ンコープの取り組みを、げんきく
んニュースとインスタグラムを
活用しながらしっかりと伝えて
いきます。
インスタグラムのチェックもし
てくださいね。

インスタグラムのフォローは QR コードからできます。

●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

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 5/21（金）、28（金）
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）

問合せ先
子育てサポートワーカーズ watage
代表 内山 ０８０－３４８３－２５２９
申し込みフォームはこちら→

申込〆切 4/30（金）
●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

組合員のための 組合員のおみせ

キープ ＆ ショップ
げんきくんのみせ 武雄店

げんきくんのみせ みやき店
今年 5 年目
になります。

お店外観
グリーンの屋根とオレンジの壁が目印！！

規格外パン

子育てサポートワーカーズ watage
みやき「おやこ de あそぼう・つくろう・すごそう space」

「ゆう＊あい」の洋
服販売しています。
（ファイバーリサイクル）

watage の予定は裏面にあ
ります。

規格外パンや野菜の販売を
しています。
（グリーンコープのこだわりパン）

34 号線沿いにある広いお店です。
駐車場もありますので是非お越しください。

グリーンコープの安心安全な加工食品も販売
しています。お弁当作りに使えます。
お店の冷蔵庫はご自由に開けてください。

ご来店をお待ちしています。
ご来店をお待ちしています。

袋ラーメン単品販売

個包装のお菓子を袋詰め
して販売しています。

「ゆう＊あい」の洋
服販売しています。

規格 外野菜な ども
豊富 に取り揃 えて
おります。
買い 忘れがあ った
ときや、調味料を切
らし たときは お店
で購 入できて 便利
ですよ！！

カレールーやドレッシングの商品も豊富に取り揃
えています。乾麺類も単品で販売しています。

（ファイバーリサイクル）

ファイバーリサイクルは
衣類のリユース、リサイ
クルを通し、グリーンコ
ープが展開してきた 4R
運動をさらに拡げる取り
組みでもあります。

スポンジや布巾販売。
カタログを広げてゆっくり注文書
を書けるスペースがあります。

（掃除にすぐ使えるようにセット商品もあります。
）

電話／ 095 4-20-0099
〒843-0024
武雄市武雄町大字富岡 12243-1
定休日 土曜日、日曜日

《営業時間》
月～金 10 時～18 時
祝日も営業しています。
《キープ受け取り時間》
月～金 12 時～18 時

電話／ 09 ４2- 50 -8544
〒849-0101
三養基郡みやき町原古賀 508-1
定休日 土曜日、日曜日

《営業時間》
《キープ受け取り時間》

月～金 11 時～18 時
祝日も営業しています。

《個配手数料が気になっている方へ》
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。おみせのキープ組合員になると商品代金が３％off となり、個配手数料もかかりません。

