
奈良市・生駒市

北エリア地域の無店舗事業を担う「西奈良支所」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」

毎日、配達に向かう一人ひとりが安全を確認し、
「行ってきます！」「気をつけて！」と声を掛け合っ
て組合員のところへ向かいます。
西奈良支所からの配達はみなさんのくらしに役
立っていますか？ご要望などありましたら、ぜひ
お聞かせくださいね。

みなさん、コープの無店舗事業（共同購入・こ
まどり便・受取ハウス）をご利用いただいていま
すか？今月は、北エリア全域（奈良市※都祁地区
を除く・生駒市）の組合員に商品をお届けしてい
る「西奈良支所」を紹介します。
西奈良支所は2007年に竣工し、2013年北部支
所との統合により、全国の生協の中でも上位に入
る大きな規模と
なりました。職
員 数 は216人、
トラックは119
台。奈良市宝来
町（阪奈道路北
側）にあり、北エリア全域の約38,500世帯に商
品をお届けしています。
新型コロナウイルスの感染拡大の中、「コープ

の配達は安心できるね」と利用が増えています。

品質管理のための保冷ケース

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。

“誰かの笑顔につながるお買い物”エシカル消費は、SDGs（持続可能な開発目標）実現
のための手段のひとつです。今、環境問題として大きな課題のプラスチックごみ。CO・OP
商品でも、「CO・OPただの炭酸水」のボトルを2017年に軽量化し、１本あたり22.5％の
プラスチックを削減。今年３月からはラベルの幅を短くし、年間22トンのプラスチック削
減が見込まれます。さらにエコな“ラベルのないもの”も発売されています。一つひとつ
は小さなことですが、この積み重ねが大きなものにつながっていくのだと思います。

職員は担当するコースの商品を、配達順
を考えて段どりよく積み込みます

支所内にズラッと並んだトラック。生駒
市・奈良市内（一部除く）を走っています

地域担当を代表して。北グループと山本グループ
のメンバー（撮影のためマスクを外しています） 

中井支所長からのメッセージ� �
　西奈良支所では、商品のお届けをする地域担
当の他に営業担当、事務担当、受取ハウス担当、
夕食宅配スタッフ、倉庫担当が働いています。
任せられた仕事はそれぞれ異なりますが、全員
の力が合わさり初めてみなさんのもとへご注文
いただいた商品をお届けすることができます。
ちなみに「配達担当」ではなく、どうして「地
域担当」というのか。それは･･･また機会があ
ればお話しますね！

エリアの組合員活動情報誌　No.113

2020

９

1北　2020. ９ 



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	 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コープいこま　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 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」“傾聴ボランティア青い鳥”さんに話しま
しょう。コロナ禍で４月に中止にした企画です。
日　時　９月28日（月）10：00～ 12：00
場　所　Ｄコープいこま広場“いこっぴ”（１階）
参加費　親子１組100円　　
定　員（抽選）　10組　子どもの同伴可
申　込　電話、Webで３組まで
持ち物　飲み物・マスク
※同伴のお子さんは複数可、年齢は問いません。
※駐車は店舗屋上駐車場奥（東側）から。

2 組合員のつどい　�
�サンスター㈱学習会�
聞いて良かったオーラルケアの基礎知識

主催　西の京コープ委員会
毎日の“歯みがき”正しくできていますか？ずっ
と自分の歯でおいしく食べられるように！絶対役
立つ学習会です。
日　時　10月12日（月）10：00～ 12：00
場　所　コープ七条　集会室
参加費　100円　　
定　員（抽選）　10人　大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持ち物　筆記用具・飲み物・マスク
※駐車は出口側の道路沿いへ。

3 フェルトのフラワーで�
リース作り！

主催　ならやまコープ委員会
簡単＆可愛いフェルトのフラワーリースです。
オリジナルのリースで、玄関周りなどを飾りませ
んか。
日　時　10月24日（土）10：00～ 12：00
場　所　コープ朱雀　会議室
参加費　500円
定　員（抽選）　５人　大人のみの参加
申　込　電話、Webで２人まで
持ち物　裁縫道具・裁ちばさみ・筆記

用具・マスク・飲み物
※駐車は朱雀こども園側（南側）から。
なるべく乗り合わせで。

2020年度組合員のつどいのお知らせ
　例年、コープ委員会企画と「組合員のつどい」
を共催という形で開催していましたが、今年度
は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、形
を変え、「共催」ではなく、コープ委員会主催
の商品に関する企画を「組合員のつどい」と位
置づけています。
開催期間は10月～ 11月です。その他にも複

数の「新しい生活様式に合わせた組合員のつど
い」の準備をすすめています。詳細については
あをがき10月号、チラシ、ホームページにて
お知らせします。ぜひご参加ください。

受 付：９月７日（月）～９月11日（金）
　　　 Webのみ９月13日（日）まで

次回発行は
10月５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。
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この合言葉で、店舗でフードドライブを開催し
ています。フードドライブとは、ご家庭で余って
いる食べ物を、特定非営利活動法人フードバンク
奈良を通して必要とされている方々にお届けする
活動のことです。
なぜ、この活動に取り組んでいるのでしょう？
ならコープでは、全国の生協の仲間と「子どもの
未来アクション」に取り組んでいます。「子ども
の未来アクション」とは、貧困をはじめとする子
どもの問題を、身近な地域の問題としてとらえ、
学び、考えることから、共感の輪を広げていく運
動です。
日本には７人に１人相対的貧困状態の子どもが
いると言われています。相対的貧困は「見えにく
い貧困」と言われ、見ようとしないと見えない問
題であふれています。子どもは「生まれてくる環
境」を選べません。子どもの貧困は「貧困の連鎖」
を生み出します。「より良い社会」を子どもたち

に渡すことは、大人の役割です。
ぜひ、組合員のみなさんに「子どもの未来アン
バサダー」に登録していただき、フードドライブ
や学習会の開催などを通して、こども食堂や学習
支援などの活動への理解者、支援者を増やし、地
域でたすけあい、ささえあえる社会をつくりま
しょう。
子どもたちの笑顔があふれるそんな地域にする
ために、自分にできることから始めてみません
か？�（福祉・子育て担当常任理事　有山富士美）

★９月・10月のフードドライブの日程
�9�月10日（土）コープ学園前
�9�月24日（木）コープ七条
10月�5�日（月）コープ朱雀
10月31日（土）全店舗（時間は未定）
☆�寄付いただきたい食品…常温保存、未開封、�
賞味期限１ヵ月以上、食品表示のあるもの

｝時間は
10：00～12：00

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。

＊�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：９/７（月）～11（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：９/13（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-
kita2009

　　※�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）

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。
◦�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。

《組合員の“はじめの一歩”》③
これは、ならコープのマークです。
３つの輪（円）は、「出資・利用・

運営」、「衣・食・住」、「安心・安全・信頼」
など生協の理念や組合員の願いを表していま
す。躍動感や未来へ向かって発展する姿が、
楕
だ
円
えん
の傾きに表現され、いつでもどこでも話

し合い、力を合わせる協同の輪がイメージです。

＝ テーマ　「誰一人取り残さない」
 社会の実現のため＝

“あなたのまわりの子どもたち、
 笑っていますか？”

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！〜
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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-202009

　※�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：９月15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。

↓
→→

↓

春

中

分

桜

（2020年４月～７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）

２企画
（39人）

供給高 エリア合計15億338万円
 （予算比111%・前年比115.6%）
�無店舗事業（支所計）

 10億657万円
 （予算比115.3％）

�店舗事業（店舗計）
 ４億9,680万円
 （予算比103.3％）

エリア概況 2020年７月度

2020年８月６日開催
◦�2020年度北エリアコープサークル支援の内容を決
定しました。
◦�協議会メンバーそれぞれの立場から「コロナ禍での
“生協らしさ”とは」について話し合いました。
◦�「組合員のつどい」のすすめ方を確認しました。

答え
８
月
号

佐々木都代子（奈良市）
三田恵津子（奈良市）
山田　宗男（生駒市）

当選者衣 応募
95人

ディアーズコープいこま
水産部門　安田陽子チーフの巻

かな？」「コープ
商品のいいとこ
ろをもっと知り
たい」「安心・
安全の理由はな
に？」「組合員
の声や想いはどんなかたちでかなえられている
の？」などの疑問にわかりやすく答えていただきま
した。学習会の詳しい内容は、北エリアニュース

10月号でお知らせします。お
楽しみに。
今後は、今回の学習会を活

かしたさまざまな企画を開催
し、「だからコープ商品はいい

んだね！」を広げていきたいです。�（北エリア委員）

７月16日（木）コープおしくま組合員集会所で、
無店舗・店舗商品部とコープきんきの職員を講師に
迎え、コープ委員会メンバー向けに「コープ商品を

知ろう」学習会
をしました。
みなさんがお
気に入りのコー
プ商品には、産
地や生産者の想

い・こだわりがいっぱい詰まっています。学習会で
は、「コープ商品ってたくさんあるけど何か違うの

昨今の魚離れ？に、安田チーフが取り組んでい
る生魚切身の「骨取ってみました～」シリーズを
紹介しま
す。「 骨
がなかっ
たら食べ
やすいの
に～」「骨
あるから
やめとこ」
などの声

に、「魚やねんから骨があって当たり前」と思いなが
らも、思い切って骨を取ってみました。魚の種類
は、「今日はこの魚にしよう」という感じで決め
ています。まだまだ定着はしていませんが、続け
ていくことを決めました。� （店長　中川武志）

北エリア
フラッシュ

北エリア活動交流会　
「コープ商品を知ろう」学習会

生鮭や生たらの切り身の骨を取ってみました

コンビニ
日産

至大阪 至奈良

至あすか野

至R163

R168

生駒出口

東生駒

阪奈道路

阪奈中央病院
ホームセンターコーナン

南田原

ディアーズコープ
いこま

ディアーズコープいこまへの行き方
〒630-0243　
生駒市俵口町758-１
・�近鉄生駒駅より生駒台
循環外回り
・�北田原行バス、俵口阪
奈中央病院バス停下車
徒歩すぐ
・�阪奈道路生駒出口から
車で２分
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