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

2020年度　エリアテーマ「学ぼう　伝えよう　ひろげよう」

“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。

クラリネットとフルートで
アンサンブルを楽しんでいます♪

コープサークル　チェリブラ

私たち、コープサークル“チェリブラ”は、結
成して10年になります。名前の由来は、桜井市
のメンバーが多く、桜井市の桜からチェリーブ
ロッサム（桜の花）を略して“チェリブラ”とし
ました。メンバーはクラリネットとフルートで構
成しアンサンブルを楽しんでいます。普段は全
員、吹奏楽の一般バンドに所属して大人数で吹奏
楽曲を吹いているのですが、「アンサンブルもやっ
てみたいなぁ」と、メンバーから声があがり結成
しました。
活動メンバーは全員子育て中です。練習のとき
は、子どものことなど、ついついおしゃべりタイ
ムが長くなりがちですが、本当に有意義で楽しい
時間を過ごしています。
ならコープサークルは、ならコープの店舗の集
会室を借りることができるので、そこで練習をし
ています。ならコープのサークル発表会や企画、
幼稚園などから依頼があれば演奏に行かせていた
だいています。練習の成果を出せるいい機会とな
り、活動意欲も高まります。

現在、新型コロナウイルスの影響でサークル活
動を自粛しておりますが、感染が収まれば活動を
再開していきます。
楽器演奏経験のある方、ぜひ一緒に楽しみま
しょう。いつでもメンバー募集中です。
問い合せ：�組織部☎0742-45-7884�

（月～金９：00～ 17：00）

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。
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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
コープみみなし
偶数月の第 1 土曜日 10:00 〜 13:00
次回：10月３日（土）

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。

次回発行は
●月●日（●）

です。

次回発行は
10月５日（月）

です。

1 泉屋㈱のメモリアル学習会 
～いざという時のために～

主催　宇陀コープ委員会　
葬儀・仏壇・仏具などを扱う泉屋㈱の方に、い
ざという時にあわてないために、知っておきたい
マナーや費用などについて聞いてみませんか。
日　時　９月24日（木）10：00～ 12：00
場　所　宇陀市榛原総合センター（宇陀市榛原萩

原2610-1）
参加費　無料
定　員（抽選）　12人　大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持　物　筆記道具・マスク
※車で来場可能。

2  ㈱山食の学習会 
こだわりの豆腐づくりについて

主催　橿原北コープ委員会　
創業明治23年、吉野で豆腐を製造する㈱山食
の学習会です。豆腐づくりのこだわりや、大切に
していることを聞いてみませんか。
日　時　９月25日（金）10：00～ 12：00
場　所　コープみみなし　２階研修室
参加費　無料
定　員（抽選）　10人� 　�

大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持　物　筆記道具・飲み物・マスク
※駐車は北側駐車場（公園側）に。

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

  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-

minami2009
　　※ 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。

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。

◦ 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

問合：組織部　
☎0742-45-7884

（月～金９：00～17：00）

☆ 組合員向けの企画が再開 ☆
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、３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）、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。
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ならコープでは、フードドライブを通じて「食品ロスの削減」と「食のネットワークづくり」に取り組
んでいます。「いただいたけれど我が家では食べない」「買ったけれど眠ったままになっている」、そのよ
うな食品を捨てずに活用したいと考えています。
寄せられた食品は、すべて特定非営利活動法人フードバンク奈良に届けら
れ、ボランティアによって仕分けられます。そして、こども食堂や福祉施設、
市町村社会福祉協議会など必要とされる施設に提供されます。
下記の日程で、フードドライブを実施しますのでご協力をお願いします。
＜店舗でのフードドライブの予定＞
�9�月16日（水）　コープみみなし　10：00～ 12：00
10月�2�日（金）　コープなんごう　10：00～ 12：00
10月31日（土）　全店舗　時間は未定
＊�お預かりできる食品は①賞味期限が１ヵ月以上残っている②常温保存ができる（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④食品表示のあるものです。
問合　組織部☎0742-45-7884（月～金９：00～ 17：00）

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、組合
員や地域のみなさんのお買い物支援や組合員活動の拠点として、2019年10月１日に開設しました。
★ご利用案内★（７月から一部変更になっております）
◦ 集会室 （要予約）
　火曜日・水曜日10：00～ 17：00
◦ 受取ハウス （無店舗事業注文商品の受取り）
　火曜日11：00～ 19：00・水曜日15：00～ 19：00
◦ お買物バス運行 　
　コープなんごうへ　火曜日　１日４便運行
　９：00発、11：00発、13：00発、15：00発
◦ コープあったか便移動店舗 　土曜日10：00～ 12：00
　生鮮食品からお菓子まで、コープのお店の商品がいっぱい‼ぜひ、ご利用ください。
※利用の問い合わせは、組織部☎0742-45-7884（月～金９：00～ 17：00）

「たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウス）」からのお知らせ

南エリアからのお知らせ

令和２年７月豪雨災害支援募金にご協力ありがとうございました
７月３日から降り始めた九州南部の豪雨は、その後、被害の範囲を拡大し、多数の死者・行方不明
者・住宅への浸水などが発生しました。ならコープでは、日本生活協同組合連合会を通じて、被害の
大きい自治体（都道府県・市町村等）への義援金と被災地で生活支援等の活動を
おこなう民間団体等への支援金として組合員募金（共同購入・こまどり便・受取
ハウスは８月15日（土）まで、店舗は８月31日（月）まで）を受け付けました。
南エリアでは、７月27日（月）コープみみなし店頭で、エリア委員・組合員
理事が、募金への協力を呼びかけました。短い時間でしたが、17,426円ものご
協力をいただきました。お預かりした募金は、みなさまのあたたかなお気持ちと
共に、しっかりと被災地にお届けします。ご協力ありがとうございました。

フードドライブを実施します

７月13日（月）コープみみなしでの
フードドライブの様子
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4

漢字二字熟語で　１字　あてクイズ南エリア運営協議会だより

うちの

イチオシ

エリア組合員活動状況

☆�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�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。

☆�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？
締切：９月15日（火）

2020年８月６日開催
◦�開催日が広島「原爆の日」のため、全員で平和への
思いを込めて黙祷しました。
◦�2020年度「組合員のつどい」のすすめ方を確認し
ました。
◦�南エリアの方針に沿った取り組みについて、話し合
いました。

山内チーフはグループの
チーフとして、また、兄貴
分的存在として支所全体を
盛り上げてくれています。
出勤時は誰よりも大きく元
気な声で各担当者に「おは
よう‼」とあいさつ。朝の

南エリア
フラッシュ

エリア委員対象に「平和
学習会を行いました」

７月１日（水）平和学習会をしました。南エリ
アの活動の一つに、毎年８月、南エリア支援で組
合員に、ならコープの「ヒロシマの旅」への参加
をよびかけ、平和について学ぶ活動があります。
今年は残念ながら新型コロナウイルスの影響で

「ヒロシマの旅」は中止となりました。旅を通じ
て平和の学習ができなくなった中、今後も平和の
大切さを
発信して
いけるよ
うに、あ
らためて
南エリア委員が学習しました。「ヒロシマ」「ナガ
サキ」で投下された原爆がもたらした現実と、ま
だ、世界に１万３千発もある核兵器の恐ろしさや、
戦争体験者・被爆者の高齢化で語り部の減少につ

いても知ることができました。この学習をもとに、
今後の南エリアの平和活動に生かしていきたいと
思いました。� （南エリア委員）

準備作業も誰に言われるでもなく自ら率先して行
動。そしてグループメンバーへの関わりでは、
チーフとして担当者へのアドバイスや悩み事を聞
いたりと、よき兄貴分として慕われています。こ
れからも山内チーフの力、パワーで支所を引っ
張ってくれることを期待しています！
� （支所長　北川真由美）

南エリア 　み・ん・な の レ シ ピ

※進化しつづけるコープ商品※
～�たまごスープで茶碗蒸し�～

＜材　料＞CO・OPたまごスープ1個、卵1個、
水200cc
＜作り方＞
①�ボウルにたまごスープを入
れ、水で溶かす。
②�別のボウルで卵をよく溶く。
③①に②の卵を加え混ぜる。
④�器に入れ、蒸し器で10 ～
15分蒸す。
※�うどんを半玉入れると、ボ
リュームアップするのでラ
ンチにもなります。

答え
８
月
号

小山　友子（五條市）
中西　澄子（桜井市）
西谷　美穂（橿原市）

当選者衣 応募
89人

↓
→→

↓

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）

０企画
（０人）

供給高	 エリア合計９億1,341万円
	 （予算比112.8%・前年比104%）
�無店舗事業（支所計）
	 ８億1,608万円
	（予算比113.5％）

�店舗事業（店舗計）
	 9,733万円
	（予算比106.8％）

エリア概況 2020年７月度

支所の元気印！兄貴分的存在で慕われています
高田支所　山内　崇チーフの巻
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