
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
2020年度　エリアテーマ「知って　知らせて　つながって」

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。

生協では2019年度から、健康サポート食品の開発･改善とレシピの提案で、組合員の健康な食生活
をサポートする取り組み「ヘルシーコープ」を始めています。商品や商品案内カタログ
で見つけることができる「おいしく減らす」マークの商品は塩分や糖質等がカットされ、
「手軽にとれる」マークの商品は食物繊維やカルシウムなどの栄養素がとれます。また、
ヘルシーコープレシピは店舗に配置のレシピカードや料理レシピ投稿・検
索サービス“クックパッド”でも公開されていますのでご覧ください。

生駒山の大自然の中で
「いこま山のようちえん」

コープサークル　いこま山の子会

「子どもたちが自分らしく生きられるために」
を教育理念に、生駒山の大自然の中で園舎のない
「いこま山のようちえん」をしています。今年度
は３〜５歳児18人を有資格の保育スタッフが預
かり、保育をしています。さらに、子育て支援と
して０〜３歳の親子32組が週に１回通う「つち
のこクラブ」や小学生が月に１回通う「うり坊ク
ラブ」があり、子どもたちは五感をフルに使い、
自分のやりたいことを見つけ、それぞれのペース
で一日中とこと
ん遊んでいま
す。おもちゃや
遊具がなくても
子どもたちは遊
びの天才！移り
行く四季を楽し
んでいます。みなさんもぜひ「山の子クラブ(賛
助会員)」になって自然豊かなお山に癒やされに
来ませんか？年に４〜５回遊びに来てもらえま
す。子どもたちが作ったちらし寿司の振る舞いな
どもありますよ！（詳細はホームページをご覧く
ださい）http://www.ikomayamanokokai.com

近畿ろうきんの講座「笑顔プラスプロジェクト 
地雷・子ども兵問題」の学習をしました

北エリア委員会

2019年12月ディアーズコープいこまで、近畿
ろうきんの講座「笑顔プラスプロジェクト　地雷・
子ども兵問題」を開催しました。
ウガンダで“元子ども兵”の社会復帰への支援
活動などをされている認定NPO法人テラ・ルネッ

サンスの栗田
さんからお話
を聞きまし
た。また、社
会復帰の一環
で、現地で元
子ども兵が生

産し、売り上げが本人たちの収入と支援活動の資
金にあてられる「ペーパービーズ」の作り方を体
験しました。ペーパービーズ作り
は、お子さんの夏休みの工作にも
適しており、親子でも取り組める
ので、平和学習のきっかけづくり
になるのではと思いました。参加
者からは、「“子ども兵”の話はショ
キングでしたが、ぜひ、自分の子どもにも伝えた
い」と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コープいこま）
☎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	 ８月22日（土）10：00〜12：00	
	 ※通常は偶数月15日
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？

1 エシカル消費の学習会

主催　西大寺コープ委員会
誰かの笑顔につながるお買い物、エシカル消費
について一緒に学びませんか？くらしに役立つお
持ち帰り用の商品サンプルもありますよ♪
日　時　９月10日（木）10：00〜 11：30
場　所　コープおしくま　組合員集会所
参加費　100円　　
定　員（抽選）11人　大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持ち物　マスク・飲み物
※駐車は組合員集会所側か
ら。

☆組合員向けの企画が再開します☆
９月から組合員向けの企画を再
開しますが、新型コロナウイルス感
染拡大防止のため、三密（密閉・密
集・密接）を避け、手洗い・手指消毒、マスク着
用、室内の換気を徹底しての活動となります。ま
た、バス企画（産地・工場見学）、参加者50人以
上の企画、不特定多数の方が参加する企画、調理
を伴う企画、保育を伴う企画などについては、自
粛を継続しております。なお、感染状況によって、
企画は中止になる場合があることをご了承くださ
い。
何卒、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。

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：８/13（木）～21（金）土・日除く
　　�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：８/23（日）23：59まで

　　�https://form.run/@kumikatsu-
kita2008

　　※�アドレスは�
毎号変わります。

　◦	 ・ 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。

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

受付：８月13日（木）～８月21日（金）（土・日除く）
　　　 Webのみ８月23日（日）まで

次回発行は
８月31日（月）
です。

※企画当日は、ご自宅で検温していただき、発熱の場合は組織部まで連絡のうえ参加はご遠慮ください。

お知らせ
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「JAならけん」とならコープは、奈良県の農業振興や遊休農地の解消を目的に「地産地消をすすめ
る会」を2008年に発足し、食育視点の農業体験として、田植えや稲刈り、
さつまいも収穫等を実施しています。新たな取り組みとして、ディアーズ
コープいこま南隣の畑をお借りし、じゃがいも収穫体験の組合員募集を計
画しましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しました。
地産地消とは、地域で生産された農産物を地域で消費しようという考え
です。今回は残念でしたが、今後も組合員の皆さんとともに、地産地消の
拡大や食文化の継承を通して“地域の中の食”を大切にしていきたいと思います。

で被爆者の方々から当時の体験やこれまでの歩み
をお聞きします。また、平和記念式典を見学し、
広島平和記念公園の内外に60近くある慰霊碑・
記念碑・被爆建物を、原爆被害者相談員の会の方
に案内をしていただき、それぞれの碑やことばに
は意味があり、被爆者そしてご遺族の想いが込め
られていることを学びます。

SDGsとならコープ

ならコープでは、人とのつながりを地域・社会
に広め、誰も取り残さない、みんなが、生きてい
てよかったと思える社会をつくること、被災地支
援や救援活動に取り組むことを大切にしています。
今年度は、北エリアですすめたいこととして

「SDGsを学び、一人ひとりが行動しよう」を掲
げています。学習や体験から一人ひとりが気づき、
「一人の百歩より百人の一歩」でSDGs（17の目
標達成）に取り組みましょう。
被爆者救援募金へのご協力もよろしくお願いい
たします。募金の方法は下記をご覧ください。

「被爆者救援募金」をご存知でしょうか？

この募金は「たすけあいと協同」をテーマに掲
げ、ならコープ創立10周年の1984年から始まり
ました。そして当時のヒロシマ・ナガサキに思い
を馳せ、被爆された方々の回復と恒久の平和を願
い、毎年多くの組合員からあたたかい善意が寄せ
られています。
2019年度の募金の贈呈先は「原爆被害者相談
員の会」「日本原水爆被害者団体協議会（日本被
団協）」「広島原爆被爆者援護事業団」「ノーモア・
ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」「日本赤十字社　
広島赤十字・原爆病院」「日本赤十字社　長崎原爆
病院」で、被爆者支援のために役立てられます。
今年は中止になりましたが、ならコープでは
2002年から毎年８月に被爆地ヒロシマを訪れ
て、被爆の実相、戦争の悲惨さや命の尊さなど平
和について学ぶ「ヒロシマの旅」を実施していま
す。１泊２日の旅では、広島原爆被爆者援護事業
団が運営する広島原爆養護ホーム「舟入むつみ園」

北エリアニュースで学ぼう‼ 

SDGs（持続可能な開発目標）〜あっ なるほど！〜�
＝ テーマ「ならコープの被爆者救援募金」＝

２月に植えたじゃがいもを 
６月に役職員で収穫

ならコープは地産地消をすすめています

〔募金方法〕
●OCR注文書の「６桁番号記入欄」に番号（右表参照）
と口数をご記入ください。
●“あったかポイント”を利用して募金いただく場合、
注文書の「ポイント還元欄」に口数をご記入ください。
●コールセンターやマイボイスコールでの“あったかポ
イント”のご利用は、右表の６ケタ番号をお伝えくだ
さい。
●店舗でも募金箱をサービスコーナーに設置していま
す。

被爆者救援募金

１口＝   100円 151513
１口＝1,000円 151572
あったかポイント
（100ポイント＝１口） 007528
※あったかポイントを募金に振り替える場合、
100ポイントを１口として最大９口まで。

被爆者救援募金にご協力お願いいたします
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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/@
areanews-202008

　※�アドレスは毎号変わ
ります。

�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？
締切：８月18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。

↓
→→

↓

浴

羽

装

食

（2020年４月〜６月累計）
産地見学
（参加人数）

０企画
（０人）

講習会・学習会等
（参加人数）

０企画
（０人）

供給高  エリア合計14億7,055万円
  （予算比112.4%・前年比119.5%）
�無店舗事業（支所計）
  ９億5,813万円
 （予算比115％）

�店舗事業（店舗計）
  ５億1,242万円
 （予算比107.9％）

エリア概況 2020年６月度

2020年７月９日開催
◦�2020年度「組合員のつどい」のすすめ方と内容を
確認しました。
◦�新型コロナウイルスの影響の中での、CO・OP商品
60周年の伝え方について協議しました。
◦�「ディアーズコープいこま改装後のまとめ」につい
て報告がありました。

答え
７
月
号

杉下ゆき子（奈良市）
藤田　智子（奈良市）
吉岡　雅子（生駒市）

当選者文 応募
133人

コープおしくま
ドライ担当　平田由紀菜さんの巻

設されました。被爆者
の証言集や被爆者健康
手帳、被爆体験を聞い
た子どもたちの感想文
なども所蔵し、平和に
関して「聴く」「学ぶ」「語り合う」「交流する」�
「つながりを広げる」ことを大切にしています。
署名や募金のコーナーもあります。また、ならコー
プの平和活動の取り組みも紹介しています。
見学は要申込。月〜金10： 00 〜 17： 00�
組織部☎0742-45-7884　岡・渡辺まで。
“こころテラス”のカフェスペースは、誰でも気
軽に利用できます。毎週火・木曜日には（社福）こ
まどり会の手作りパンなどの販売があり、大人気で
す！ぜひ一度お立ち寄りください。�（北エリア委員）

奈良市六条２丁目に、地域コミュニティーの場
として「コープふれあいセンター六条“こころテ
ラス”」があります。その２階の１室に、奈良県
内の被爆・戦争体験の資料や記録を次世代に伝え
る拠点「平和ライブラリー」が2019年10月に開

今回紹介するのは、ドライ担当３年目の平田さ
んです。平田さんは、季節に合わせてセンスのあ
るPOPを作り、商品を引き立たせ、買い場を賑
やかにしてくれてい
ます。年齢は20歳
ですが、年上の先輩
方とも対等に意見を
言い合ったりできる
しっかり者です。ド
ライ食品（調味料・
乾物・菓子・飲料など）の買い場では、いつもに

こやかにあいさつをしながら品出しをしています
ので、ぜひ一度声をかけてみてください。
� （店長　花田昌幸）

北エリア
フラッシュ

コープふれあいセンター六条
（こころテラス）には「平和ラ
イブラリー」があります

コープおしくまへの行き方

〒631-0011　
奈良市押熊町1115

・	近鉄大和西大寺駅か
ら押熊行きバス、終
点押熊バス停下車北
へ徒歩５分

南都銀行

至登美ヶ丘・学園前

ロイヤル
ビックス

至高の原

至西大寺

押熊バス停

GS

ビッグボーイ

中山橋

コンビニ
サーティーワン

ならやま大通り

コープおしくま

至学研都市

平和ライブラリーには「原爆と人間展」パネルも展示

4 北　2020. ８4


