
奈良市・生駒市

2020年度　エリアテーマ「知って　知らせて　つながって」

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。

今年３月～５月にCO・OP商品60周年を記念して“CO・OP商品60周年総選挙2020”
が実施されました。みなさん投票されましたか？全国の生協組合員の総投票数はなんと
966,969票。そして、栄えある全国第１位は48,945票を集めた「CO･OPたまごスープ」
に決定。また、地域別の集計では、きんきエリア（奈良・大阪・京都・滋賀・和歌山）
での第１位は「CO・OPミックスキャロット」。ならコープ単独の第１位も「CO・OPミッ
クスキャロット」でした。ならコープのホームページから全国の総合順位や地域別の順
位をご覧いただけます。地域性もあって面白いかもしれません。

産直産地“当麻野菜グループ”の生産者
に「なすび」についてお聞きしました

生駒東コープ委員会

９月16日（水）ディアーズコープいこまで、当
麻野菜グループの代表で「当麻のなすび」生産者
の阿古さんを招き学習会をしました。今年のなす
の出来具合と日頃行っている肥料の与え方、後継
者のこと、なすの食べ時
などを聞きながら、座談
会のような楽しい学習会
になりました。
学習会のきっかけは、
今年、種苗法が一部改正
されたことから、生産者
さんにお話を聞きたいと
思い、当麻野菜グループの方にお願いしました。
なすは、ツヤがある間、収穫してから１～２日中
には食して欲しいそうです。共同購入の商品は、
すでに１日経っているので、なるべく早く食べて
欲しいとのこと。
コープ委員会メンバーに、なすを作っている者
がいたので、肥料のまき方や種類など勉強になっ
たそうです。「生産者の苦労がわかりました｣ の
声もありました。

お買い物を通して環境や社会に役立つ
“エシカル消費”について学びました

西大寺コープ委員会

９月10日（木）コープおしくま組合員集会所で、
コープきんき職員による「エシカル消費の学習会」
をしました。
“エシカル”っ
て耳にするよう
になったけど、
しっかり理解で
きているのか？
そこをクリアに
するために今回企画しました。最初に、エシカル
認証マークの説明。“森のエシカル”では、食品
や石けん、洗剤、化粧品などに幅広
く利用される「パーム油」について
聞きました。その後行った、有名
メーカー２社の洗濯洗剤とCO・OP
セフター ENERGYによる洗浄力の
比較実験では、セフターが圧勝‼
参加者からは、「洗剤の実験、デモンストレー
ションによる説明はとてもわかりやすかった」「何
気なく気にしていた“エシカル”、賢い消費者に
なるための勉強になった」の声がありました。
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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

使用済み天ぷら油回収拠点
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

フードドライブ開催日
全　　店　　舗　10月31日（土）10：00〜16：00
Ｄコープいこま　11月13日（金）10：00〜12：00

所
在
地
・
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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 十津川農園寄せ植え講習会

主催　西の京コープ委員会
コープの店舗でおなじみの十津川農園の方に寄
せ植えを教えていただきます。お花に癒され元気
をもらいましょう♥
日　時　11月30日（月）10：00～ 12：00
場　所　コープ七条　集会室
参加費　2,700円（鉢代含む）
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　ミニスコップ・軍手・園芸用はさみ・新

聞紙（ある方）・持ち帰り用袋・エプロン・
マスク　※駐車は出口側の道路沿いへ。

2 フローベルのパンの学習会

主催　大宮コープ委員会
「CO･OPブラウンサーブロール」でおなじみ、
地元桜井市のメーカー巽製粉㈱フローベル事業部
の学習会です。パンの「こだわり」を学びましょう。
日　時　12月２日（水）10：00～ 11：00
場　所　ならコープ本部　１階会議室
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・マスク・飲み物	
※駐車場がないため公共交通機関のご利用を。

3 CO･OP商品学習会「菓子」

主催　奈良東コープ委員会
今年はCO･OP商品60周年です。ハイカカオ
チョコレートなど菓子の人気主力商品について一
緒に学びましょう♪
日　時　12月４日（金）10：30～ 12：00
場　所　ならコープ本部　１階会議室
参加費　200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・マスク・飲み物
※駐車場がないため公共交通機関のご利用を。	
　

4 クリスマスフラワーアレンジ 
メント講習会

主催　ならやまコープ委員会
十津川農園の方を講師にお迎えして、年末恒例
のフラワーアレンジメント講習会を開催します。
日　時　12月８日（火）10：00～ 12：00
場　所　コープ朱雀　会議室
参加費　1,600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　持ち帰り用袋・園芸用はさみ・エプロン・

新聞紙・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
り合わせでお願いします。

受 付：11月９日（月）～11月13日（金）
　　　 Webのみ11月15日（日）まで

次回発行は
11月30日（月）

です。

※�企画当日は自宅で体温を測り、37.5度以上の熱がある場合や、咳・咽頭痛などの症状があるなど体調
のすぐれない方はご参加いただけません。欠席される場合は、必ず組織部にご連絡をお願いします。
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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：11/９（月）～13（金）�
�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：11/15（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-
kita2011

　　※�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。

問合せ：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。

受付
中

福祉学習会 
「老いても安心して暮らし続けるために」

あすなら友の会・北エリア共催
誰もが直面する介護や福祉について、心配や不
安はありませんか？自分や家族が在宅で安心して
暮らせるためのお話です。ぜひ、ご参加ください。
日　時　12月４日（金）10：00～ 12：00
場　所　ディアーズコープいこま　３階集会室
内　容　
「これからの医療と介護　国の施策は？」
	 社会福祉法人協同福祉会　村城正理事長
「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの
取り組み」
	 あすならホーム菜畑・東生駒　喜夛祥継施設長
定　員（先着）　30人　　参加費　無料
締　切　11月25日（水）
申　込　あすなら苑内　あすなら友の会☎0743-

57-1165（月～金９：00～ 18：00）

受付
中

楽しく学ぼう！男女共同参画学習会 
～笑って突っ込むあるあるジェンダー～

ジェンダーとは社会的・文化的につくられた性
のことです。「男らしい」「女らしい」という表現
から何を思い浮かべますか？紙芝居や話し合いを
通じて自分の中のジェンダーに気づきましょう。
日　時　11月26日（木）10：00～ 12：00
場　所　コープ七条　集会室
講　師　ならコープ男女共同参

画研究会「いこ～る」
定　員（先着）　20人　　参加費　無料
締　切　11月20日（金）
申　込　組織部☎0742-45-7884（月～金９：

00～ 17：00）

◇◇◇ならコープ�
� 平和ライブラリーからのお知らせ◇◇◇
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」では、みなさんに読ん
でいただきたい２冊の絵本を購入。自由にご覧い
ただけますので、ぜひ、お越しください（要申込）。
『海をわたった折り鶴』：「原爆の子の像」モデル
佐々木貞子さんの短くも懸命に生きた生涯と、そ
の後の思いがけない広がりを描いた絵本です。
『タケノコごはん』：世界的映画監督の大島渚氏が、
自身の子どもに語った自らの戦争体験の絵本です。

場　所　コープふれあいセンター六条　２階	
（奈良市六条２-17- ６-11）

※見学は要申込。月～金10：00～ 17：00
申込・問合せ　組織部　0742-45-7884
　　　　　　（月～金　９：00～ 17：00）

ならコープではより多くの
みなさまに、ならコープの取
り組みや活動をお伝えした
く、インスタグラムをはじめ
ました。「ならっぴ」がみな
さまにくらしに役立つ情報をお届けします！
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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

　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：11月16日（月）

☆	正解者の中から３人
にならコープ商品券
（1,000円分）進呈。

（2020年４月～９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）

９企画
（105人）

供給高	 エリア合計14億333万円
	 （予算比109.4%・前年比114.2%）
	無店舗事業（支所計）
	 ９億2,925万円
	（予算比114.9％）

	店舗事業（店舗計）
	 ４億7,408万円
	（予算比100％）

エリア概況 2020年９月度

2020年10月８日開催
◦	北エリア「2020年度上期まとめと下期のすすめか
た」を確認しました。
◦	どのような方法で剰余を組合員に還元するのがよい
か意見を出し合いました。
◦	「CO・OP商品60周年の取り組み」の進捗状況を共
有しました。

答え
10
月
号

杉田　民子（生駒市）
日高　咲耶（奈良市）
藤中　道子（奈良市）

当選者紅 応募
117人

９月号の「西奈良支所紹介」にたくさんのお声をありがとうございます！

西奈良支所職員一同の巻

たので、測定結果を心待ちにしておりました。全
体平均では、「大気の汚染度」「雨の酸性度」「河
川の水質汚濁」ともに
昨年より良い結果が出
ていました。測定結果
は、ならコープのホー
ムページ（お知らせ一
覧「環境」）でも紹介されていますのでご覧ください。
身近な環境を調べる「キット」で、活動に参加
できるコープの取り組みは、各家族でそれぞれが
環境について考えるきっかけづくりになります。
今年参加できなかった方、ぜひ来年は「環境測定
活動モニター募集」（2021年「あをがき」５月
号掲載予定）に申し込んでみませんか？
	 （北エリア委員）

毎年６月にならコープが実施している環境測定
活動は、1992年に始まり29回目の今年は組合員
300人から申し込みがあったそうで、北エリア委
員もトライしました。環境測定モニターは、住ん
でいる地域の大気・雨・河川の状況を送られてき
た「キット」を使い測定
し、組織部に送り返しま
す。そして、組織部で測
定結果を市町村ごとに
データ化します。
今年は、測定初日にタイミングよく大雨が降っ

店舗の華やかさに比べ無店舗
（配達部門）の地味さ（？）は、
見ていただいたりアピールできる
シーンがなかなかなかったので、
興味を持っていただけたことに本
当に感謝いたします。
地域担当はじめ事業所の職員は暑い日も雨の日
も、そしてこれから迎える冬の寒い日や雪の中で
も、組合員さんからご注文いただいた商品を必ず
お届けすることを使命に、全員で力を合わせてい
ます。これからも、みなさんのくらしにお役立ち

できるようがんばりますのでよろしくお願いいた
します。
また、９月号の私のメッセージ文中の【「配達
担当」ではなく、どうして「地域担当」というの
か】ですが、ならコープの無店舗職員は組合員さ
んはもちろん、地域で起こっているさまざまなこ
とに関心を持ってお役に立てることを一緒に考え
解決していく、そういう頼りになる担当者だから
です。意外性も何もない答えですみません･･･。
でも実直にこの姿を目指していきます！
	 （支所長　中井克哉）

北エリア
フラッシュ

2020年度
「環境測定モニター」に
北エリア委員も参加しました

↓
→→

↓

白

金

杏

河

☆	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-202011

　※�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。
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