
奈良市・生駒市

2021年度　エリアテーマ「今こそ『協同』～みんなの一歩をつなげよう～」

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商品学習会
「コープクオリティ」のこだわりを知りました

西の京コープ委員会

９月27日（月）コープ七条集会室で、コープ
きんきの職員を講師にコープクオリティシリーズ
の学習会をしました。私たちは、「このシリーズ
を気になりながらも、利用したことのない組合員
さんがいるのでは？」と思い企画しました。
コープクオリティは、「おいしさの理由があき
らか」「他の商品との違いが明確」「100人規模の
組合員モニターの８割以上がおいしいと評価」と
いう３つの
基準を満た
した商品で
す。説明を
聞き、原材
料や製造工場にもこだわっていることを知りまし
た。
＜参加者の感想＞
◦�コープクオリティ商品について知りたかったの
で、いろいろ聞くことができて良かったです。
◦�共同購入のカタログで見ていたけれど、買う
きっかけがなかった商品の知識が深まり、コー
プ商品の良さを再確認しました。
◦�共同購入からこまどり便に変えて、便利な反面、
コープ商品について気軽に情報交換する場が無
くなってしまいました。このような商品学習会
があると食べたことのない商品にチャレンジす
るきっかけになります。

トーアス㈱の学習会
ライブ配信で工場見学しました

ならやまコープ委員会

８月31日（火）コープ朱雀会議室で、料理に
便利で美味しい「CO・OP大豆ドライパック」や
「CO・OPひじきドライパック」でおなじみのトー
アスの方を招
き、ドライパッ
ク商品の学習会
をしました。
まず、資料を
使って会社の成り立ちやドライパックの説明、製
造工程を聞き、クイズやおすすめ商品の紹介・レ
シピ提案もありました。その後、オンラインを使っ

て工場見学。ラ
イブ配信で工場
長が参加者の質
問に答えなが
ら、大豆の水戻

しから蒸し→選別→目視→Ｘ線検査→箱詰めの工
程を案内してくださいました。まるで間近で見学
しているようにわかりやすく、参加者からも、「臨
場感があった」「立ち入ることのできない所も見
学できた」「細かい所まで見ることができた」な
ど「よかった」の声が寄せられました。
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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
コ ー プ お し く ま 11月15日（月）10：00～12：00
他 の 店 舗 11月27日（土）10：00～12：00

所
在
地
・
行
き
方

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 組合員のつどい「エシカル消費」と 
十津川農園寄せ植え講習会

主催　西の京コープ委員会
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。お花に癒されましょう♡
日　時　11月22日（月）10：00～ 12：00
場　所　コープ七条　集会室（晴天時、寄せ植え

講習会は店舗前）
参加費　2,800円
定　員（抽選）　８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（あれば園芸用手袋）・

園芸用はさみ・持ち帰り用袋・マスク・
飲み物

※暖かい服装でお越しください。

2 組合員のつどい「エシカル消費」と 
㈱コモ学習会

主催　生駒東コープ委員会
コモは創業以来、体にやさしく日持ちするパネ
トーネ種のパンを提供し続けているメーカーで
す。美味しさの秘密や歴史について学びませんか。
日　時　11月24日（水）10：00～ 12：00
場　所　ディアーズコープいこま　３階集会室　
参加費　無料
定　員（抽選）　４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
※駐車は店舗屋上駐車場奥（東側）から。

3 組合員のつどい「エシカル消費」と 
スワッグ作り

主催　西大寺コープ委員会
組合員のつどいの後、生花で作りドライフラ
ワーまで楽しめる“スワッグ”を作ります。
日　時　11月25日（木）10：00～ 12：00
場　所　コープおしくま　組合員集会所
参加費　4,200円
定　員（抽選）６人　�

大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持ち物　園芸用はさみ（あれば）・�

持ち帰り用袋・マスク・飲み物
※11/22以降のキャンセルは全額負担の上、材料
の引き取りをお願いします。（受取方法は要相談）

4 組合員のつどい「エシカル消費」と 
干支の押絵づくり

主催　北大和高原コープ委員会
コロナ禍で昨年は開催できなかった干支の押絵
づくり。感染対策をして、今年は開催します。
日　時　11月27日（土）９：00～ 12：00
場　所　東里地域ふれあい会館（奈良市須川776）　
参加費　2,300円
定　員（抽選）　３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
※当選連絡後のキャンセルの場合、材料の引き取
りをお願いします。（受取方法は要相談）

受 付：11月８日（月）～11月12日（金）
　　　Webのみ11月14日（日）まで

次回発行は
11月29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。新型コロナウイルスの対応について、ならコープHPをご確認ください。�→

作品イメージ
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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：11/８（月）～12（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：11/14（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-
kita2111

　　※�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。

5 組合員のつどい 
職員によるエシカル学習会

主催　生駒西コープ委員会
誰かの笑顔につながるお買い物“エシカル消費”
について楽しく学びませんか？「自分にいいこと」
に加えて「他者にとってもいいこと」を考え、選
ぶことがポイントです。
日　時　11月29日（月）10：00～ 11：30
場　所　ディアーズコープいこま　３階集会室
参加費　100円
定　員（抽選）　６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
※駐車は店舗屋上駐車場奥（東側）から。

6 組合員のつどい「エシカル消費」と 
㈱コモ学習会

主催　大宮コープ委員会
「毎日クロワッサン」や「黒糖クロワッサン」
など、パネトーネ種を使用したおいしさ長持ちの
コモのパンについて学びませんか。パンを使った
おいしいレシピもご紹介します。
日　時　11月30日（火）10：00～ 11：45
場　所　ならコープ本部　１階会議室　
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　筆記用具・マスク・

飲み物
※駐車場がないため公共交
通機関で。

7 おりがみ講習会 
クリスマス★ガーランド

主催　大宮コープ委員会
おりがみの先生にサンタ・トナカイ・星などの
折り方を教えてもらいガーランドを作ります。お
りがみで脳トレしながら楽しみましょう♪
日　時　12月14日（火）10：00～ 11：30
場　所　ならコープ本部　１階会議室　
参加費　200円
定　員（抽選）　７人　大人のみの参加
申　込　電話、Webで�

３人まで
持ち物　はさみ・のり・

持ち帰り用袋・
マスク・飲み物

※駐車場がないため公共交通機関で。

8 繰り返し使える「蜜ろうラップ」を 
作りましょう！

主催　奈良東コープ委員会
「脱プラ」の意識の高まりと共に注目を浴びて
いる“蜜ろうラップ”を作ります。私たちを取り
巻く環境についても学習します。
日　時　12月15日（水）10：00～ 11：30
場　所　ならコープ本部　１階会議室　
参加費　200円
定　員（抽選）　９人　大人のみ参加
申　込　電話、Webで３人まで
持ち物　綿の布（20㎝×20㎝）・新聞紙・筆記

用具・マスク・飲み物
※駐車場がないため公共交通機関で。

作品例
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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

このたびは、店舗の改装が延期になりましたこ
とをお詫び申し上げます。改装・リニューアル
オープンの日程は、あ
らためてお知らせいた
します。
コープあったか便

（買物代行・お買い上
げ商品の配達）がある
からコープ学園前を利用されている組合員さんは
もちろん、まだ利用したことのない方にもお知ら
せを強化しています。どなたでも、便利で気軽に

９月16日（木）コープ委員会メンバー対象に
第２回活動交流会を開催。くらしの安心・安全政
策担当職員を講師に「平和」のことを学びました。
ならコープ
は創立以来、
平和活動に取
り組んでいま
す。食の安全
も、環境を守
ることも、健康なくらしも、平和でなければ成り
立たないからです。ヒロシマの旅、沖縄戦跡・基

買物代行は、お任せください‼

　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15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。

（2021年４月～９月）

エリア概況 2021年９月度

2021年10月14日（木）開催
◦�2021年度北エリアの上期まとめと下期のすすめ方
について確認しました。
◦�組合員のつどいの北エリアの進捗状況を共有しまし
た。

便利で気軽に！安心できるお買い物をめざしています
コープ学園前　コープあったか便の巻

地めぐりなど現地で学ぶ活動（現在はコロナ禍で
中止）や募金・署名活動などをしています。戦争
を繰り返さないために、平和への想いの継承、取
り組みの継続を大切にしていることを聞いて、自
分にとっての「平和」をみんなで考えてみました。
「美しい自然を見た時」「家族みんなが笑顔でい
られる時」など、日々の生活を当たり前に過ごせ
ることが平和と感じる意見が多くありました。講
師の「平和とは初めからあるものではなく、築く
ものである」という言葉を忘れず、自分にできる
ことを考え、行動することが大切だと痛感しまし
た。� （北エリア委員会）

ならコープの�
平和に関する活動はこちら→

ご利用いただける、コープあったか便をめざし、
組合員さんの困りごとに気づくことができるよう
信頼関係を作っていきます！�（店長　中川武志）

北エリア
フラッシュ

ならコープの平和活動を
学習しました！

☆�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-202111

　※�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。

答え
10
月
号

浅野　由美（生駒市）
剣持　貴子（奈良市）
姫野　和子（奈良市）

当選者読 応募
147人

西奈良
中央病院

西奈良県民
 センター

第2駐車場（有料）

郵便局

至富雄

至
生
駒

大
渕
池
公
園

西
部
図
書
館

大
渕
池

大
渕
池

近鉄奈良線 学園前駅 菖蒲池駅
至阪奈道路

至R163

南都
銀行

ならやま
 大通りコープ

学園前

コープ学園前への行き方
〒631-0013�
奈良市中山町
西１丁目716-３
・�近鉄学園前駅から
バスで登美ヶ丘一
丁目バス停下車す
ぐ

供給高	 エリア合計13億7,075万円
	 （予算比102.1%・前年比97.7%）
�無店舗事業（支所計）
	 ９億357万円
	（予算比104.6％）

�店舗事業（店舗計）
	 ４億6,717万円
	（予算比97.6％）

産地見学
（参加人数）

０企画
（０人）

講習会・学習会等
（参加人数）

17企画
（200人）

↓
→→

↓

立

越

眠

山
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