
くみかつひろば　エリア委員会・コープ委員会など南エリアの組合員活動を紹介します。

11月６日（水）組合員のつどい共催企画で「ま
がりなりにも胡瓜です（ぬか漬け）」でおなじみ
の㈱ビワコ屋に見学に行きまし
た。工場内を見学し、商品のこと
や製造工程・会社概要の説明を受
けました。
ビワコ屋の漬物は、食品添加物
を使わず、衛生的にも細心の注意
を払い、塩分濃
度もぎりぎりま
で下げて製造さ
れているので、
子どもやお年寄

りにも安心して
食べてもらえる
と思いました。
試食のお漬物
は、塩分低めで
味もよく食べや
すかったです。
参加者から
は、「製造工程
を見学し、説明
も丁寧にしてい
ただき、安心安
全な商品作りへの取り組みが行き届いていること
がわかり、参加してよかった」「組合員のつどい
との共催で、参加者同士がより親しく交流できた
ので楽しかった」との感想がありました。

11月20日（水）「CO・OPブラウンサーブロー
ル」「CO・OP熟仕込食パン」などでおなじみの
巽製粉㈱フローベル事業部（桜井市）のパン工場
を見学してきました。
まず、会社概要の説明を受けてから、白衣、帽

子、マスク、シューズ
を着用し、手の消毒を
念入りにして工場内に
入りました。フローベ
ルの機械は国内で最新
とのことです。ライン
の説明を受け、焼き立

てと冷ましたパンを試食して味の違いを感じまし
た。「CO・OPブラウンサーブロール」の試食も

させていただき
ました。ブラウ
ンサーブロール
は、焼きたてを
味わっていただ
くために、半焼
き・冷蔵タイプです。家庭のオーブントースター
で約２分トーストするだけで、あつあつふわふわ
の焼きたてパンを楽しめます。当日は、さつまい
も・プレーン・レーズン・くるみ・全粒粉入りな
どを試食しました。どれもおいしかったです。

組合員のつどい共催
㈱ビワコ屋 堺工場見学

桜井東コープ委員会

桜井市にあるフローベルのパン工場見学
高田東コープ委員会
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二次元コード
から直接店舗
ファンクラブに
登録できます。

使用済み天ぷら油回収拠点
コープたかだ
閉店に伴い終了しました。
コープみみなし
偶数月の第 1 土曜日 10:00 〜 13:00

井岡商店（山添村名阪国道山添イン
ターSS）

スタンドで常時回収

	コープみみなし　☎0744-24-1200 
 橿原市新賀町478　近鉄大和八木駅から徒歩約10分

	コープなんごう　☎0745-25-1120 
 大和高田市大谷758-81　近鉄築山駅北側すぐ

	たかだ未来づくりステーション 
  大和高田市曽大根174　近鉄新庄駅から徒歩約10分・JR大和新庄駅か

ら徒歩約10分・近鉄大和高田駅から忍海行バス曽大根バス停下車すぐ

所
在
地
・
行
き
方

エリア委員会・コープ委員会及び、
エリアが主催する“商品学習会、 
産地・工場見学、くらしの学習会や
講習会”に参加してみませんか？

マークの見方 …保育有り …子どもの参加OK…申込方法

エリアの活動
インフォメーション南

企画への申込 申込方法は企画ごとに違います。各企画でご確認ください。 申込ルールとお願い
◦ キャンセルの場合は必ず申込先に

ご連絡ください。また、キャンセル
料が発生する場合があります。

◦ 参加は申込者に限ります。
◦ 応募者数や天候、取引先の都合に

より、企画が成立しない場合あり。
◦ 企画内容の変更や天候などの都

合で主催者から連絡が入る場合
があります。

◦ 保育は８ヵ月〜未就学児が対象。申
込時に子どもの名前・年齢・性別・
アレルギー有無をお聞きします。
参加時に飲み物（水筒）をお持ちく
ださい。なお、保育の受付は企画開
始時間までに済ませてください。

◦ 参加者は、主催者及び見学先からの
注意事項を必ずお守りください。

◦ 個人情報は、ならコープで適切に
管理し、ならコープの企画等のお
知らせに利用します。

バス企画の参加費は旅行業法に
基づき無料となります。
＊�聴覚障がいの方は、申込・質問
等にはFAXをご利用ください。
　�送信先：�組織部　
　FAX�0742-55-0504

宛先	〒630-8043	奈良市六条	
2丁目17番6-11号

　　	ならコープ組織部	
南エリア事務局

[返信]

郵便往復はがき ①企画名・主催者名
②�氏名（参加者本人）
③年齢
④ �TEL（携帯電話を
お持ちの方はその
番号も）

⑤組合員番号
⑥�代表者以外の方
の 氏 名・ 年 齢・
TEL・集合場所

●代表者の
　住所と氏名

��申込：２/10（月）～14（金）まで�
組織部☎0742-45-7884 
（9：00～17：00）氏名・電話番号・
組合員番号をお聞きします。
��申込：２/16（日）23：59まで

　　�http://www.naracoop.or.jp/
eventform3/

　　�スマホ＆ケータイでの
応募はコチラから→

　◦ ・ 申込の当落の結果は、締切
後１週間以内にハガキを発送しま
す。連絡のない場合はお手数です
が、組織部までお問合せください。

��申込：２/14（金）消印有効
　　�往復ハガキ中面には右記の項目を
もれなくご記入ください。締切後
１週間以内に返信します。

次回発行は
３月２日（月）

です。
受 付：２月10日（月）～２月14日（金）
　　　 Webのみ２月16日（日）まで

1 温まる！ラーメンやうどんの 
㈱ニッキーフーズ学習会

主催　橿原北コープ委員会
寒い季節に食べると全身が温まる、ラーメンや
味噌煮込みうどんの学習会です。一緒に学んで試
食して温まりましょう♪
日　時　２月26日（水）10：00～ 12：00
場　所　コープみみなし　２階研修室
参加費　100円
定　員（抽選）　20人　大人のみの参加・保育有り
保　育　無料　要申込（昼食・

飲み物持参）
申　込　電話、Webで３人

まで
持　物　筆記用具
※駐車は北側駐車場（公園側）に。

2  ㈱スミフルプロセスネット 
ワークのバナナの試食学習会

主催　橿原西コープ委員会
コープのバナナ「フレンドリーバナナ」でおな
じみの㈱スミフルプロセスネットワーク（旧：㈱
サミット神戸合同物産）の方に、バナナについて
お話を聞いて試食しましょう☆
日　時　２月28日（金）10：00～ 11：30
場　所　白橿地区会館（橿原市白橿町２-32-11）
参加費　100円　
定　員（抽選）　10人　大人のみの参加・保育有り
保　育　無料　要申込
申　込　電話、Webで�

３人まで
※駐車可能ですが、できるだ
け乗り合わせで。
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12月15日（日）たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウス）で、“たかだ未来市”を開催。コープあっ
たか便移動店舗の販売や、野菜市・バザー・フードドライブの他、試食やゲームで大盛況でした。出店には、
奈良県医療福祉生協、コープサークル、南エリア委員会、コープ委員会、南エリア理事の協力がありました。
　南エリア委員会のCO・OPのフリーズドライのスープの試食は大好評で、たくさんの組合員にコープ商
品の良さを伝えることができました。また、フードドライブの取り組みでは、18.8㎏もの食品をご提供
いただきました。たかだ未来市では、多くの地域のみなさまに、「たかだ未来づくりステーション（ならっ
ぴハウス）」を知っていただく機会となりました。

「くみかつ」を始めませんか？　組合員活動メンバー大募集！
◆エリア委員募集◆　エリア委員は、エリアの活動方針を基に、自主的・自発的に活動をすすめ
ていきます。くらしをよくする活動を始めてみませんか。

◆コープ委員募集◆　コープ委員会は、ならコープの活動の入り口として、商品を中心に「学んで、
広げる」活動をおこないます。商品の学習や産地・工場・施設見学、試食会などを企画して、みん
なで学び、広げる活動です。また、地域の組合員どうしの交流の場となります。
　エリアニュースで案内している企画は、コープ委員会で話し合って決めています。

◆活動推進委員募集◆「福祉・子育て」、「環境・エネルギー」、防災・平和、消費者問題など「く
らしの安全・安心」といった、くらしの中にある、いろいろなテーマに沿った活動です。

問い合わせは　組織部☎0742-45-7884（月～金９：00 ～ 17：00）

交通費支給
個人活動費支給
（委員によりそれ
ぞれ異なります）

保育つきで安心
（生後８ヵ月以上未就
学児のお子さん対象）

元コープたかだ第２駐車場に設置した「たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウス）」は、コー
プ共済・各種保険の取り次ぎや手続き業務の他、組合員や地域の皆さんのお買い物支援や交流の場、組合
員活動の拠点として、昨年10月１日にオープンしました。
★営業時間★
　３月31日（火）までは「火・水・金」10：00～ 17：00
＜主な業務内容＞
　・�受取ハウス（火曜日11：00～ 19：00・水曜日15：00～ 19：00）
　・�コープあったか便移動店舗の停留所（毎週日曜日10：00～ 12：00）
　・�お買い物バスの発着所（コープなんごうへ３月末までは火・金曜日、１日４便運行）
＜組合員活動の拠点＞
　・�集会室として利用可能。※利用の問い合わせは、組織部☎0742-45-7884（月～金９： 00～ 17：
00）まで

　・�コープ委員会などが主催するバス企画の発着所。
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たかだ

「たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウス）」にぜひ来てね‼

たかだ未来市 in ならっぴハウス　を開催しました‼
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漢字二字熟語で　１字　あてクイズ

4

南エリア運営協議会だより

うちの

イチオシ

産地見学
（参加人数）

12企画
（301人）

講習会・学習会等
（参加人数）

24企画
（382人）

供給高	 エリア合計８億1,096万円
	 （予算比100%・前年比101.3%）
�無店舗事業（支所計）
	 ６億5,604万円
	（予算比99.4％）

�店舗事業（店舗計）
	 １億5,491万円
	（予算比102.7％）

☆�応募は、ハガキ…答え・エリア
ニュース感想・住所・氏名・TEL・
組合員番号を記入して、〒630-
8043�奈良市六条2丁目17番
6-11号　ならコープ組織部　
南エリア事務局クイズ係
　�Web…アクセスは二次元コー
ドまたは � h t t p : // w w w .
naracoop.or.jp/eventform3/
�個人情報は適切に管理
し、ならコープの企画等
のお知らせに利用します。

☆�正解者の中から３人
にならコープ商品券
（1,000円分）進呈。

　上下左右の漢字１字と の漢字を組み合わせると二字
熟語ができます。 に入る漢字は？
　☆締め切りは２月17日（月）消印有効

答え
１
月
号

岸上明日香（十津川村）
辻ノ内啓子（大和高田市）
中嶋　　瑞（葛城市）

当選者
応募

85 人伝

エリア組合員活動状況
（2019年４月～ 12月）

エリア概況 2019年12月度

今回のイ
チオシは、
2000年 に
ならコープ
が組合員と
一緒に開発
した自慢の

南エリア
フラッシュ

福祉出前学習会「安心して
地域の中で暮らし続ける
ために！」を開催しました

12月４日（水）コープなんごうで、あすなら
友の会と南エリア共催で福祉出前学習会「安心し
て地域の中で暮らし続けるために！」を開催。協
同福祉会村城理事長による、これから重要になる
「地域包括ケアシステム」の講演や、今年４月に
オープンす
る「あすな
らホーム高
田」の紹介
がありまし
た。ならコープからは、高齢者の単身世帯増加に
伴い、夕食宅配事業を通して、行政との見守り活
動も行われているという説明がありました。南エ
リア委員会からの「野菜たっぷり具だくさんの
あったかスープ」と宅配推進部から「夕食宅配弁
当」の試食を提供。盛りだくさんの内容に参加者

から「とても参考になる良い学習会でした」との
感想がありました。� （南エリア委員）

「CO・OP讃岐カレーうどん」です！
麺は細麺でル―の形も丸型にと試食と話し合い
を繰り返し、メーカーと協力して熱意がギュッと
詰まったカレーうどんが実現しました。一度食べ
るとやみつきになり寒い日にぴったり美味しいで
すよ～。紹介職員は浦野笙子さんと辰巳祥子さん
です。� （支所長　前尾友洋）

南エリア 　み・ん・な の レ シ ピ

※お野菜、たべ菜さ～い※
冷蔵庫にある物とお鍋の残りで食品ロス削減！

～ 野菜あんかけ丼（４人分） ～
＜材　料＞白菜３枚、椎茸３枚、人参1/5本、
エノキ茸1/5袋（野菜はあるもので）、油揚げ
１枚、かまぼこ５㎝、ごはん、Ａ（出し汁300
㎖、醤油大さじ２、みりん大さじ２、　塩ひと
つまみ）　Ｂ（片栗粉小さじ４、水大さじ２）
＜作り方＞
①�材料を食べやすい大きさに切る。
②�鍋にＡを合わせ、①を入れて煮込む。
③�野菜に火が通ったら、Ｂを
混ぜながらだまができない
ように入れ、とろみがつい
たらごはんにのせて完成。

浦野さん

2020年１月16日開催
◦�2019年度南エリアまとめ、2020年度南エリア方
針の作成について協議しました。
◦�総代会関連委員の候補について、南エリアから３名
の推薦を確認しました。
◦�次年度の運営協議会メンバー募集にあたり、参加メ
ンバーの感想や意見を聞きました。

↓
→→

↓

青

立

雨

秋

寒い日にぴったり！組合員と開発した「CO・OP讃岐カレーうどん」

桜井支所　浦野笙子さんと辰巳祥子さんの巻

辰巳さん
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