2022年度

さが組合員のための情報紙

このコーナーでは、当たり前に使われているけど、
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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！

号

納品書の右端に書いてある、
「今週のフードマイレージ結果○○ポコ」ってなんですか？

発行：グリーンコープ生協さが理事会

理事長 あいさつ
今年度、さがの理事長を務めます、小川幸恵と申します。

げんきくんの後輩
※げんききゅんは、さが広報
オリジナルキャラクターです。

「住んでる街を住みたい街に」できるように取り組んでいきます。

理事長 小川幸恵

募集！

よろしくお願いします。

グリーンコープ生活協同組合さが

第34期 通常総代会

のご報告

議案採決

全議案、可決されました。

■第一号議案■
2021年度活動報告、決算報告及び損失金処理案
賛成 113人、 反対 0人、 保留 1人、 棄権 3人
■第二号議案■
2022年度活動方針及び予算案
賛成 113人、 反対 0人、 保留 1人、 棄権 3人

■第三号議案■
役員報酬決定の件
賛成 113人、 反対 0人、 保留 1人、 棄権 3人
■第四号議案■
一般財団法人グリーンコープ生協さが
福祉活動組合員基金運用委員推挙の件
賛成 113人、 反対 0人、 保留 1人、 棄権 3人
■第五号議案■
議案決議効力発生の件
賛成 11２人、 反対 0人、 保留 ２人、 棄権 3人

特別報告
■グリーンコープは、地球の生命（いのち）を守って、
みどりの地球をみどりのまま子どもたちに手渡すために、

2027カーボンニュートラルの実現を目指します ！
■社会福祉法人グリーンコープへの移管について

2022年度 活動方針
（１）仲間を増やし、利用を高めていきます。
（２）組織運営の充実を図ります。
（３）生命（いのち）を守り育む「食べもの」を食べ、
安心・安全な「食べもの」を守る
グリーンコープの食べもの運動を推進します。
（４）助け合い、共同していく地域と社会づくりに向けて、
「組合員主権」を貫きます。
（５）グリーンコープの地域福祉を広げます。
（６）グリーンコープの「脱原発政策」をさらに力強く
すすめていきます。
（７）「四つの共生（自然と人、南と北、女と男、人と人）」
の願いに基づく取り組みをすすめます。

watageについて

カーボンニュートラルの実現をめざすために
気候変動は私たちのくらしに直結する問題なのだと受け止

水（１４：００～１７：００）

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！

詳しくはこちら→
スタッフブログも読めます！

■8/19 円縁学習会「自然災害に備える～防災に必要なコトは何～」（オンライン）：伊万里・有田地区会
■8/26 円縁学習会「CO-OP共済の基礎講座」（オンライン）：福祉委員会
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。

げんきくんニュース カラー版→

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！

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
てるてるコーナー

0120(14)0586

・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

気トラックに切り替えていきます。

●ファイバーリサイクル専用送り状(料金612円)

品価格に１％上乗せすることを実施します。

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

●配送などのお問い合せ

●ゆう＊あい 本庄店

ること」として、組合員全員で取り組んでいきたいと考え、商

子育てサポートセンターwatage
代表 内山 080(3483)2529

■8/3 夏休み企画 親子で一緒に楽しもう！～オンラインde楽しい居場所～（簡単クッキング＆遊びで交流）：佐賀北部地区会

め、配送トラックを「グリーンコープでんき」を使って走る電

その費用を捻出していくために、「私たち一人ひとりができ

watageお問合せ

グリーンコープさが 今後の予定

（８）ファイバーリサイクル運動を広く伝えていきます。
（９）組合員の暮らしを守り、また職場を守るために、
事業・経営強化を推進していきます。

ただし、8/13(土)はお休みです。
急なお休みもあります。
お問い合わせください。
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

2022年 ６月 3日（金） アバンセ 及び オンライン で開催。 今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、

（ポコ）

げんきくんに聞いてみたい
言葉、募集中！

８月の
子育てサロンは、
お休みです。
また来月、お楽しみに！

書面議決書にて採決を行いました。 総代の皆さま、ご協力ありがとうございました。

poco

減らすことのできた二酸化炭素の量をあらわしています！
poco（ポコ）とは、フードマイレージ（食品が輸送によって
環境に与える負荷）の単位。１poco=CO2を100g排出。
グリーンコープでは、国産品を買うことによって削減できた
CO２の量を表示しています！ 今週はいくらだったかな？

今年も、自分たちがやりたいことを楽しみながら活動していきたいと思います。
昨年より「夢ヲかたちに」では組合員の夢を実現するために検討しています。

今回の用語

0952(27)3177

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

おすすめ委員会presents

を開催しました！
講師：株式会社 精華堂あられ総本舗
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(火)

作り方

材料

①フライパンまたはホットプレートにもやしを
・GC産直豚バラ(ロース)うす切り 敷き詰め、その上に豚肉、豆苗の順に並べる。
・GCもやし ・豆苗
②酒を振りかけ蓋をして中火で蒸す。
・酒
・ぽん酢
③お皿に盛り付け、ぽん酢をかけて食べる。
※柑橘類があれば、皮を千切りにして飾ると
より爽やかな口当たりになります。

会場&オンライン開催で仙台の工場と繋がり、
あられを作られている映像からは、香ばしさまで伝わってくる、

今すぐあられを食べたい衝動に駆られる学習会でした。
『神様に供えるお米で作るあられ』という言葉に全てが集約されています。
皆さまぜひ食べてみてください！

豆苗の
効能

感想
材料を順番に重ねて蒸し焼きに
するだけ！ 豚のうまみとシャキシャキ
お野菜でボリュームもあります。
お好みのつけだれで
楽しんでください。

ベータカロテンをはじめとするビタミンが豊富です。葉酸やビタミンKも多いので、
貧血予防や妊娠中の方にもおすすめ！ サラダや炒め物など、手軽に調理できます。

鳥栖市本町2-1411
☎ 0942-83-1902
月～金10:00～１８：００
佐賀県には、キープ＆ショップ「げんきくんのみせ」が全部で７店舗！
各店インスタグラムもされていますので、是非チェックしてみてくださいね。
今回は、県東方面の４店舗をご紹介。残りの店舗は、また後日ご紹介致します。
佐賀市高木瀬東6-13-22
☎ 0952-37-7907

高木瀬店は、戸建て住宅の一室を
改装したお店です。 住宅街にありますが、

月～金10:30～１８：００（金は１８：３０）

ゼンリン地図に登録されていますので、
グリーンコープ高木瀬店で
検索できます。

げんきくんのみせ鳥栖店です！
『いつもそこにある店』をモットーに

商品も豊富に
取り揃えていますので、
お気軽にお問い合わせ、
ご来店ください。

グリーンコープの組合員に欠かせない
毎日の生活に必要な商品を
揃えています。

佐賀市本庄町本庄575-4
☎ 0952-27-3177
月～金11:00～１9：００

近くにお出掛けの際には、
お立ち寄り下さい。
お待ちしています♪
げんきくんのみせ みやき店は、
国道３４号線沿いのみやき町にオープンして、
組合員さんや地域の皆様のお陰で、
今年の６月に６周年を
迎えることができました。

これからも地域の
アンテナショップとして
組合員さんと地域の皆様に

まだまだ、認知度は低いですが
組合員の皆さんや地域の方々が
本庄店は、佐賀市南部バイパス沿いに
キープ＆ショップげんきくんのみせと
ファイバーリサイクルショップゆう＊あいを併設して
２０１３年にオープンし１０年目がスタートしました。

訪れてくださる楽しい店になりました。
ぜひ、お近くにお越しの際はお寄りください。
笑顔でお待ちしています。

愛されるお店でありたいと思います。
スタッフ一同より

三養基郡みやき町原古賀508-1
☎ 0942-50-8544

月～金11:00～１８：００

