2022年度

さが組合員のための情報紙
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発行：グリーンコープ生協さが理事会

濃くておいしい九州野菜 160ｇ×15缶
1750円（税込１８９０円）

福祉ワーカーズ スタッフ募集！
子育てサポートワーカーズwatage
訪問の託児依頼が増えています。内容は、多胎支援や託児、
簡単な家事です。特に資格はなくても研修を受けていただく
ので、自信をもって働けます。
佐賀県全体での依頼があり、現在、佐賀市以外（武雄方面、
鳥栖方面）のスタッフが特に不足しています！ また、朝や夕方
にお仕事に入っていただける方は特に助かります。
連絡先 子育てサポートセンターwatage

一日分の野菜をジュースで摂れることが、とっても魅
力的です。朝食に「濃くておいしい九州野菜」をプラ
スして野菜不足を補えます。味は野菜の甘みがしっか
り出て濃いですが飲みやすい野菜ジュースです。

代表 内山 080(3483)2529
watageについての他のお問い合わせも、上記連絡先へ↑

６/２４（金）
６/２８（火）

川副サロン
(川副町法源寺）
ひなた村保育園サロン

助産師さんとベビーマッサージ
＊バスタオルを持参ください
田植え

かせサロン
（嘉瀬公民館）

ママたちの防災
～何準備してる？～

※時間は１０：００～１２：００（Zoom除く）

「夏のおくりもの」を贈りませんか

揚げしています。和風しょうゆ味・ブラックペッパーの２
種類です。おやつに、おつまみに、サラダのトッピング
におすすめです。

西部 0954(68)0401

唐津 0955(72)1377

one・ピース 0954（68）0402

グリーンコープさが
今後の予定

・当日の自宅での検温（親・子）、健康観察をお願いします。

■6月１４日（火）10:00～1１:３0 精華堂あられ総本舗学習会

こどもの居場所「みんなのわたげ みやき」
水（１４：００～１７：００）
土（１０：００～１３：００）開催！！（出入り自由）
未就園の子どもから中高生まで誰でも参加、
好きな時間をすごします。
食品のお土産もあります！

国産のごぼうを薄くスライスし、こめ油であっさりと素

鳥栖 0942(83)1944

■5月２４日（火）10:00～12:00 せっけん学習会
学習会に参加をご希望の方は、後日配布のチラシから、または、
こちらのQRコードからお問合せフォームにて、お申込みください。

・昼食は設けません。飲み物はご持参ください。

２４９０円（税込２６８９円）

佐賀 0952(33)4450

・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。
・手指消毒の準備あります。保護者は必ずマスク着用をお願いします。

ゴボチギフト詰合せ ８袋

びすけっとでは、
訪問介護・障がい者支援（佐賀・鳥栖・西部・唐津）、
放課後等デイサービス・児童発達支援（one・ピース）、
相談支援事業（ぽけっと）の事業を行っています。
◆サービス提供責任者（常勤・非常勤）※佐賀エリア
◆児童発達支援管理責任者 ◆ヘルパー
資格がなくても大丈夫です！！資格取得助成制度あり。
短時間からでも大丈夫！！ 誰もが住み慣れた地域で最期
まで安心して豊かに暮らしていけるように、びすけっとの
やわらかい手で日々支援しています。
連絡先 びすけっと

６/１４（火）

お世話になっている方へ 大切なあの方へ
季節のご挨拶に 日頃の感謝を込めて

労働協同組合ワーカーズびすけっと

■6月3日（金）10:３0～12:00
グリーンコープ生活協同組合さが 第34期通常総代会
総代会に出席をご希望の方は、お電話(050-3535-2860)、
watageについて

または、QRコードからお問合せフォームにて、お申込みください。

詳しくはこちら↑

げんきくんニュース お問合せフォーム
お問合せ、各種お申込み・応募、感想、
ご意見、なんでもお寄せください！

夏のおくりものスケジュール

ギフト商品配達期間は、選べます！

●8号（5月2日週） お試し企画
●11号（5月２３日週） プレチラシ
●１２号（5月３０日週）「おくりものカタログ」配布

①7月 1日～１０日（※）
②7月１１日～２０日
③7月２１日～３１日
④8月 １日～１０日

お問合せ先
●子育て・行政の福祉サービスの情報・福祉生活用品

●商品に対する疑問やお問い合せ

※①に配達希望の場合、
6月6日～１０日の回収で
注文書をご提出ください。

てるてるコーナー

0120(14)0586

①

④

・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

・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

回収

・武雄店 0954(20)0099

②

●ゆう＊あい 本庄店

③

0952(32)0668

●子育てサロンや託児など、子育て支援

●配送などのお問い合せ

●げんきくんのみせ

配布

ふくし情報でんわ

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

地区組合員総会を開催しました！

新登場！グリーンコープさが開発商品！

GC 「そのままお弁当へ からあげ」

佐賀中

鳥栖東西

3月2日に、佐賀中地区組合員総会をオンラインで開催しま
した。地区総数1418人のうち、当日出席18名、委任状出席
928名で過半数に達し、総会が成立。

3月3日に、鳥栖地区組合員総会を開催しました。
今回は第二部に「みんなで語ろう！グリーンコープのこと」
というテーマでの交流会を開催し、当日は参加者17名と盛

2022年度は14名の総代の方々が承認されました。総代は

況でした！ 様々な話題について一人一人が熱く語り大変盛

GC「海水塩なぎさ」などを使用し、和風味に仕上げました。

議決権を持って6月に行われるグリーンコープ生協さがの第
34期総代会に出席します。14名の総代の皆様、1年間よろ

り上がり、とても充実した時間となりました。
たくさんの方に参加いただき、感謝です！ ぜひまたこのよう

自然解凍で食べることができ、そのままお弁当のおかずに利用できる便利な

しくお願いします。
地区会では今年度も楽しい

な交流会を開催したいと思います。ご参加ありがとうござい
ました！

商品委員会で検討を重ねてこだわりぬいた商品が完成！
GC「産直若鶏むね肉」を粗いミンチにして食感にこだわりました。
調味料にはGC「こいくち国産丸大豆醤油（ちくご）」、GC「奄美きび砂糖」、

商品です。

企画や学習会を開催します。
楽しみにしていてくださいね！

お弁当の定番アイテムに…お酒のおつまみに…一品足りないときに…
食べ盛りの子どものおやつに…アレンジ料理にも…
冷凍庫に常備したい商品です(⋈◍＞◡＜◍)。✧♡

武雄
第一部では、無事１２名の総代が承認されました。
第二部では、(株)ナカシン冷食の方を講師にお招きし、学
習会を行いました。徹底した衛生管理、マンゴーの糖度平均
が１６度以上、パインは追熟しないので完熟させてすぐに現

オンライン開催の様子

唐津東西合同

自生GM(遺伝子組み換え)ナタネ汚染調査
日本では、食用油の原料として、

輸送中に飛散したGMナタネの種子が自生、交雑。

たくさんの西洋ナタネ（キャノーラ）を

グリーンコープでは、GM汚染が広範囲に広がること

輸入しており、その８～９割はGMナタネです。

を懸念し、毎年調査を行っています。

◆そもそも、GMナタネとは？◆
効率的な生産を目指すため、除草剤に耐性を持つ品種へと人為的に作り変えられたナタネ。除草剤を撒いても枯れません。

大きなトラックが通る
幹線道路沿いなどで、
ナタネを採取します。

地で加工など、美味しさの秘密を教えていただきました。

2021年度の地区組合員総会は、オンラインで行いました。
総代の選出など滞りなく行われました。各ワーカーズからの
アピールでは特にお店のワーカーの立場から地区会へ要望
をもとめたりと、普段なかなかできない交流ができてよかっ
たです。
参加人数が少なかったことを受け、地区組合員総会や総
代についてもっと組合員に興味を持ってもらえるような取り
組みが必要だと感じました。今年度の活動に反映させていき
たいと思います。

オンライン学習会の様子

また、交流会では、大雨災害報告やwatage、びすけっと、
げんきくんのみせ、嬉野りすの森保育園にアピールしていた
だき、グリーンコープの地域に根差した活動の報告ができ、
とても充実した総会となりました。

佐賀中部地区会 ３月３０日（水）
このコーナーでは、当たり前に使われているけど、
この言葉の意味って？？という用語を、
げんきくんに解説してもらいます！

採取場所は嬉野市塩田町久間の県道498号線
沿いの道路です。近くに工業団地があり大型トラック
も行き来している道路で自生していたナタネを
見つけました。調査の結果は陰性でした。
交通量の多いバイパスなどでも自生ナタネを
見かけるので、採取方法を工夫しながら今後も

はじめまして！
げんきくん先輩にいろいろ教えてもらいます！
よろしくお願いします！！

地区で取り組んでいきたいと考えています。

切り取った葉っぱを

げんきくんの後輩

早速ですが、「共生の時代」などでよく見かける
「単協」って、なんですか？

今回の用語

単協

佐賀南部地区会 3月30日(水）

精製水の中で潰します。

長崎自動車道大和ＩＣ付近から採取。
結果は陰性でした。

試験紙を差して、
除草剤に耐性が
あるか調べます。

伊万里・有田地区会 3月２８日(月）
黒川町の県道沿いで採取し、結果は陰性でした。
今回は一か所の調査に終わりましたので、
次回は場所を変えてGMナタネの生息状況を
確認していきたいと思いました。

※げんききゅんは、さが広報担当が勝手に作った、オリジナルキャラクターです。

はーい。お答えします！
「単協」は「たんきょう」と読み、「単位生協」の略です。
グリーンコープでは、県ごとの単位を指します。
「グリーンコープ生協さが」、「グリーンコープ生協ふくおか」など。
現在、グリーンコープは１６もの県にあるんですよ！

募集！

みなさんからも、聞いてみたい言葉を募集します。
これ、どういう意味？という言葉を、げんきくんに聞いてみよう！

おなじみ

げんきくんニュース
お問合せフォーム

