
奈良市・生駒市

５月開催の北エリア総代会議で確認された2019年度北エリア方針くみかつひろば　エリア委員会・コープ委員会など北エリアの組合員活動を紹介します。

CO・OP商品60周年！ このコーナーでは60年の間に生まれた、こだわりの	
CO・OP商品や商品にまつわるお話を紹介していきます。

今から60年前の高度成長の時代、くらしは豊かになっていくもののインフレや公害、さらにはメー
カーによる価格販売管理などが消費者を悩ませていました。商品の価格決定の主導権がメーカーにあ
ることに対抗し、安定的でより安い商品の提供をめざしてCO・OP商品の開発が始まりました。そし
て、1960年にCO・OP商品第１号として ｢CO-OP生協バター（当時の名称）｣ が誕生しました。

CO・OP商品は「安全性の確保」「確かな品質」「お求めやすい価格」を基本価値として開発された
生協のプライベートブランドです。組合員みんなでCO・OP商品を盛り上げていきましょう。

みんなで手作りみそに挑戦しました
生駒北コープ委員会

１月29日（水）、ディアーズコープいこま３階
調理室で、みんなで手作りみそに挑戦しました。
最初に、みそが体に良いことを学習し、材料を国
産 に こ だ わ
り、蒸した大
豆からみそを
仕 込 み ま し
た。 そ の 後、
玄米ごはんと
具だくさんの
みそ汁を試食しました。みそ汁は、だしいらずの
野菜の重ね蒸しで、野菜本来の味を引き出してお
り、おいしいととても好評でした。参加者からは、

「 い い 企 画
だった」「お
みそが体にい
いという学習
もあって、勉
強になった」

「手作りの良
さがわかった」「仕上がりが楽しみ」などの声が
ありました。

フンドーキン醤油㈱学習会　ドレッシング
の意外な使い方や食べ比べをしました

ならやまコープ委員会

１月28日（火）コープ朱雀会議室でフンドー
キン醤油㈱学習会を開催しました。まず、会社説
明、商品説明、コープ
で取り扱いのあるド
レッシングの製造方法
を聞きました。しょう
油には濃口、淡口、た
まり、再仕込み、白の５つの種類があることや、
発酵や大豆、小麦の割合でできあがりが違うそう
です。防腐剤無添加のみそやしょう油作りにいち
早く挑戦されたことを知り、これからも安心して
利用できると思いました。学習会後は、ドレッシ
ングを使った炊き込みご飯の試食や、ドレッシン

グの食べ比
べをしまし
た。参加者
からは「ア
レンジ次第
でいつもと

違うお料理が楽しめる」「ドレッシングの原料に
野菜をふんだんに使用していて、ほとんど国産と
いうのも安心できる」などの感想がありました。
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コープおしくま
☎0742-41-0777

奈良市押熊町1115　近鉄大和西大寺駅から
押熊行きバス「押熊」下車徒歩約5分

コ ー プ 朱 雀
☎0742-71-2904

奈良市朱雀6-9-5　近鉄高の原駅から徒歩約15分、
JR奈良行き・左京循環バス「朱雀第一住宅」下車すぐ

コ ー プ 七 条
☎0742-45-7882

奈良市七条西町２丁目1100　近鉄西ノ京駅から奈
良県総合医療センター行きバス「六条山」下車すぐ

コープ学園前
☎0742-51-2900

奈良市中山町西1-716-3　近鉄学園前駅から
バス「登美ヶ丘一丁目」下車すぐ

ディアーズコープいこま
（Ｄいこま）
☎0743-73-8833

生駒市俵口町758-1近鉄生駒駅から生駒台循
環外回り北田原行きバス「俵口阪奈中央病院」
下車すぐ

コープふれあいセンター六条
☎0742-45-7884

奈良市六条2-17-6-11　近鉄西ノ京駅
から徒歩約15分

ならコープ本部
☎0742-34-8731

奈良市恋の窪1-2-2　恋の窪一丁目バス停す
ぐ・近鉄新大宮駅・JR奈良駅から徒歩約20分

コープおしくま・朱雀　毎月10日10：00〜12：00

コ ー プ 七 条　偶数月15日10：00〜12：00

コープ学園前　�ボランティア募集中

Ｄ い こ ま　ボランティア募集中
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エリアの活動
インフォメーション北

マークの見方 …保育有り …子どもの参加OK…申込方法

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？

受 付：４月６日（月）～４月10日（金）
　　　 Webのみ４月12日（日）まで

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。

＊�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

��申込：４/６（月）～10（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：４/12（日）23：59まで

　　�https://form.run/@
kumikatsu-2151

　　※�４月からアドレスが
変わりました。

　◦� ・ 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。

次回発行は
５月４日（月・祝）
です。

1 おしゃべりひろば�
�ほんの少しほっと�
しませんか

主催　生駒西コープ委員会
自慢や愚痴、子育ての悩みや喜びを「言いたい

ように」話してみませんか？
日　時　４月20日（月）10：00 ～ 12：00
場　所　Ｄいこま広場“いこっぴ”（１階）
参加費　大人１人につき100円
定　員（抽選）10組　子どもの同伴可・保育有り
保　育　無料・要申込
申　込　電話、Webで３組まで
※同伴のお子さんは何人でも可、年齢は問いません。
※参加費は大人の人数分となります。
※駐車は店舗屋上駐車場奥（東側）から。

問合：組織部　
☎0742-45-7884

（月～金９：00～17：00）

今月号は
ハガキ申し込みは

ないよ

新型コロナウイルスの感染拡大に対する 

ならコープの対応について

ならコープでは、新型コロナウイルスの

感染が拡大している状況をうけ、ご利用の

組合員と役職員の健康と安全を考慮し、感

染の予防・拡散防止に努めてまいります。

エリアニュースに掲載するイベントおよ

び企画についても、中止になる場合があり

ます。中止になる場合は事前にお知らせし

ます。あらかじめご了承ください。

中止の状況はこちら→
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お知
らせ

�４月17日（金）～ 19日（日）�
コープおしくま周年祭を開催します

○�17日（金）「アースデー 2020�in�おしくま」（10
時～ 12時）同時開催
エコチャレンジ、奈良市職員によるゴミ分別のお

話、フードドライブ、ならコープでんき、使用済み
食用油でかわいいキャンドル作りなど一人ひとりが
地球のためにできることを考える一日にしましょう。
○�18日（土）がらがら抽選会を開催♪
○�19日（日）お子様向け企画「店長、副店長を
探せ！」を開催します♪ぜひご来店ください！

お知
らせ

�アースデー�in�なら2020�４月23日（木）10：00～
12：00「フードドライブ」ならコープ全店舗で開催

アースデー 2020 in ならの今年のテーマは“ま
いにちがアースデー”～地球のために何ができ
る？～に決定しました。地球環境問題が深刻化し
ている中で、人々の環境への意識を高めようとは
じまったアースデー。ならコープも広く組合員に
環境への意識を高めてもらおうと、1990年から
毎年開催しています。

家庭で使いきれず余っている食品を持ち寄り、
食品ロスをなくしましょう‼お預かりした食品は
フードバンク奈良を通して必要とされている団体
や施設にお届けします。お持ちいただいた方、各
店先着10名様（希望者）に、マイかごかマイバッ
グをプレゼントします。　
＜お預かりできる食品＞
① 賞味期限が１ヵ月以上残っているもの
② 常温保存ができるもの（米・乾麺・インスタン

ト食品・缶詰・菓子・レトルト食品など）
③ 未開封のもの
④ 食品表示のあるもの
問合　 組織部☎0742-45-7884　（月～金９：00 ～ 17：00）

2020年NPT（核兵器不拡散条約）再検討会議へ
の組合員代表派遣が中止になりました

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、
日本被団協から被爆者の派遣中止の決定を受け、
日本生協連は生協代表団派遣の中止を決めまし
た。生協代表団の国連およびニューヨークでの活
動は行われませんが、これからも核兵器のない世
界の実現に向けてみんなで行動していきましょ
う。これまでの皆さまのご支援ありがとうござい
ました。

知って　知らせて　つながって
2019年度の北エリアのテーマは「知って知ら

せてつながって」です。毎日のくらしの中から、
環境にやさしい洗剤の使い方をお伝えしたいと、
奈良市の組合員武市啓子さんから寄稿いただいた
後編です。

ゆるくエコなせっけん生活（マンマの知恵袋 後編）
今回は、お風呂編です。シャンプーする時ま

ず髪を地肌まで良く濡らします、石けんを何ヵ
所かに擦り付けるようにします（又は石けん
シャンプー）。洗っていくとソフトクリームの
ような硬い泡が出てきます。湯をかけるとキシ
キシしますが大丈夫です。しっかり石けん分を
洗い流した後石けん用のリンスをすると、指が
滑らかに通ります。リンスの後風呂桶のお湯の
中にオリーブオイルを1滴たらして混ぜてから
髪にかけています。この方法を半年くらい前か
らやっていますが、頭のかゆみがなくなり、髪
の毛がしっかりしてきたような気がします（個
人の感想ですが）。顔は、石けん＋泡立てネッ
トの泡で優しく洗います。流した後冷たい水で
顔を引き締めます。また、ミカン、八朔を食べ
た後の皮を洗って乾かして、3 ～４個をネット
に入れて湯船に浮かべています。ミカンのいい
香りがします。体がホカホカになりますよ。
※ ３月号前編で使用する粉石けんは純度99.5％とし

ましたが、数字はいろいろあるようなので「純石
けん」または「石けん」表示のものでＯＫです。

 （武市啓子）

《組合員の“はじめの一歩”》①
～４月は始まりの季節～♪　今月から組合員の

みなさんに「生協はじめの一歩」をお伝えします。
みなさん、いつも「ならコープ」の事をどんな

ふうに呼んでいますか？「コープさん」「生協さん」
と親しみを込めて呼んでくださっている方が多い
ように感じます。まず、今回は「ならコープ」の
正式名称についてです。正式名称はご存知のかた
もあるかと思いますが「市民生活協同組合なら
コープ」。一般企業（株式会社等）ではなく、『生

せい

活協
きょう

同組合』です。生協はくらしを良くしたい、
安心して暮らしたいという組合員の共通の願いを

“事業を通じて”実現していこうとする組合員み
んなの組織です。よりよい生活ができるよう、組
合員みんなで出資し、商品を利用しています。  

（なお、このコーナーは不定期で掲載します）
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漢字二字熟語で　１字　あてクイズ

エリア組合員活動状況

北エリア運営協議会だより

うちの

イチオシ

☆ 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　
北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 https://form.run/ 
@kumikatsu-2929

※ ４月からアドレスが変
わりました。
 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。

　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４月21日（火）

☆ 正解者の中から３人
にならコープ商品券

（1,000円分）進呈。

↓
→→

↓

芝

夜

餅

貝

（2019年４月～ 2020年２月累計）
産地見学
（参加人数）

８企画
（164人）

講習会・学習会等
（参加人数）

43企画
（722人）

供給高	 エリア合計11億9,607万円
	 （予算比101.8%・前年比102.8%）

 無店舗事業（支所計）
	 ７億3,625万円
	（予算比99.1％）

 店舗事業（店舗計）
	 ４億5,981万円
	（予算比106.4％）

エリア概況 2020年２月度

「フードバンク奈良」の拠点とし
て活用いただいています

コープふれあいセンター六条の巻

「愛と協同の精神を受け継ぎ、生協は“たすけあ
いの組織”であることを認識し今後も活動に励ん
でほしい」とエールが送られました。

人と防災未来センターでは、津波から逃れるシ
ミュレーションを体験。日頃の備えが命を守ると
いうことを再確認し、防災意識を高める貴重な機
会となりました。 （北エリア委員）

１月28日（火）エリア委員研修で神戸市の「賀
川記念館」と「人と防災未来センター」を訪れま
した。“生協の父”賀川豊彦氏は大正時代から献
身的な救済活動を続けながら、社会活動家として
生涯をよりよい社会のために捧げられました。記
念館では参事の西義人氏から賀川氏の生い立ち、

行われた活
動や事業に
ついて学び
ました。西
氏 か ら は、

地域コミュニティーの場として、特定非営利活
動法人フードバンク奈良に施設の一部を提供して
います。同団体は
月２回、集まった
食品を必要として
いる団体や施設へ
の配送や引き渡し 
をされています。
2019年12月に 提
供された団体は、こども食堂など73団体。2019
年度、ならコープは共同購入のキャンセル品や店

舗でのフードドライブで集まった食品を累計約２
トン提供しました。 （組織部部長　土井　明）

北エリア
フラッシュ

エリア委員研修で「賀川記念
館」「人と防災未来センター」
を訪問

＜津波避難体験コーナー＞
水の中は抵抗があり、歩くのが大変だとわかりました

コープふれあいセンター六条への行き方

〒630-8043　奈良市六条２-17- ６-11
・�近鉄西ノ京駅から徒歩約15分

県立西の京高校

公園

国立奈良
医療センター

新奈良県
総合医療
センター

五条山
病院

奈良交通（バス）
六条山

レストラン

コンビニ

南都
銀行

三松禅寺

至大和西大寺

近
鉄
橿
原
線
西
ノ
京
駅

交番
大池

酒屋

富雄川

六条小学校
市営五条山団地

至学園前

学園前
出入口

九
条
駅

コープふれあいセンター六条

コープ七条

▲

▲

▲

大和中央道

第2阪
奈道
路

2020年３月12日開催
◦ 2020年度北エリア方針、北エリア予算、北エリア

支援制度について確認しました。
◦ 西奈良支所と各店舗の業績・取り組みを共有しました。
◦ 「ヒロシマの旅」の紹介と支援について提案があり

ました。

答え
３
月
号

森田美巴子（奈良市）
矢田　幸子（奈良市）
吉田　昭子（生駒市）

当選者卒 応募
107人
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