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

フローベルのパンの学習会と
手ぬぐいで“あずま袋”を作りました

吉野コープ委員会

２月28日（月）ならコープ下市ステーション集
会室で、「ブラウンサーブロール」や「熟仕込食
パン」「めちゃめちゃ！ぶどうぱん」などでおな

じみの巽製粉㈱フローベ
ル事業部の学習会を開催
しました。
フローベルのパンは、

下市ステーションの移動店舗でも販売しているの
で、地域のみなさんに商品のことを知っていただ
きたいと思い企画しました。学習会では、担当の
方に会社概要や製造工
程、商品のこと、小麦
粉の品種などを説明い
ただきました。参加者
は、小麦を挽く体験もできました。
学習会の後は、100円均一の手ぬぐいを使って、
あずま袋（エコバッグ）を作りました。持ち運び

しやすく便利なあずま袋
の名前には由来がありま
す。「あずま」は吾妻（東）
とも書き、「吾妻（東）」

とは江戸時代に京都から見た「江戸」のこと。風
呂敷文化の日本に西洋の文化が浸透して、西洋の
鞄を真似しようとした庶民が、風呂敷や手ぬぐい
を縫い合わせて鞄代わ
りにしたのが、始まり
のようです。このよう
に、江戸時代に庶民の
知恵で作られたので「あずま袋」と言うようにな
りました。

＜参加者の声＞
◦�パンを毎日のように食べるので、パンのことを
いろいろと聞くことができてよかった。
◦�久しぶりに外出して、学習会に参加できて楽し
かった。
◦�いつもフローベルさんのパンを食べています。
「ブラウンサーブロール」が好きです。
◦�あずま袋を時間内に作れるか心配でしたが、簡
単に作ることができてうれしかった。

“100均の手ぬぐい”１枚でエコバッグ
あずま袋の作り方

①たて１：よこ３の布を
　用意する（手ぬぐい）

表

③Ⓐがぬえたら下の図
　のように折り返す

表
表

④折り返したら、その上に
　残った1/3の右の布を重
　ね、上部をぬうⒷ
　

⑤Ⓑがぬえたら
　表に返して出来上がり♡

裏

Ⓑ

表

結ぶ

表に返す

②表を上にし、左端を1/3折り重ねる
　重なった部分の下をぬうⒶ

裏

Ⓐ
表

エリアの組合員活動情報誌　No.133

2022

5

南　2022.5 1



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：６月４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　☎0742-45-7884（組織部） 
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
ならコープ下市ステーション　☎0747-68-9652 
吉野郡下市町下市100　近鉄下市口駅から徒歩約20分

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：５/９（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：５/15（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-
minami2205

　　※�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。

2 ならコープLPAの会学習会�
�エンディングノートを書いてみま
せんか？

主催　橿原東コープ委員会
まだ早いと思っている方、アラフォーの私たち
と一緒に学びませんか？「終わり」ではなく「未
来の自分ノート」をつくりましょう。
日　時　６月７日（火）　10：00～ 11：30
場　所　レンタルスペースTime�free�

（橿原市菖蒲町４-33-９）　
参加費　600円（エンディング

ノート代含む）　
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
※駐車は会場から徒歩５分の野口駐車場（明日香
村川原165　500円/１日）。

1 トーアス㈱の学習会�
�オンラインでドライパックの工場
見学

主催　高田東コープ委員会
CO・OP大豆ドライパックの製造工程を、製造
しているトーアスの工場とオンラインでつないで
見学します。楽しく学習しましょう。
日　時　５月25日（水）　10：00～ 12：00
場　所　たかだ未来づくりステーション�

（大和高田市曽大根174）
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　マスク・飲み物
※駐車可能。

※�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。�→

受 付：５月９日（月）～５月13日（金）
　　　Webのみ５月15日（日）まで

次回発行は
５月30日（月）
です。
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共同購入・こまどり便で 
フードドライブを実施

２月18日（金）桜井支所のならコープ職員が
担当する配達コースで、フードドライブを実施し
ました。前回、実験的に実施した際は、主に、こ

まどり便を利用の
方に呼びかけまし
たが、今回は共同
購入班でも実施で
きました。荷受け
場では「こんな食

品も預けられるの？寄付するわ」「〇〇さん、ど
んな食品寄付するの？私も参加する！」などと賛
同いただき、実施しやすい状況になっていまし
た。また、定期的にフードドライブを実施するこ
とで「いただき物で家族で食べきれない食品は、
開封せず保管しておく
わ」など、実施に協力
的な声を聞くこともで
きました。
今回は、42人の方
から、食品31.7㎏、文房具14.4㎏のご協力があ
りました。ありがとうございました。
� （桜井支所　支所長　�勝目晃史）

• •

からは「あんなに品数があるとは思っていなかっ
た」「野菜や果物が立派できれい」「共同購入では
見ない商品があった」など、新鮮に感じていたよう
です。今後、近隣住民の方にも広報していきたい
と思っています。�（高田支所　支所長　北川真由美）
〈移動店舗運行コースと停留時間〉毎週土曜日

曽大根公民館
10：00～11：00

　　　↓
たかだ未来づくり
ステーション
11：05～11：35
　　　↓

高田支所
11：40～12：00

毎週土曜日にたかだ未来づくりステーションに
２時間停留していたコープあったか便移動店舗
が、２月26日（土）から「曽大根公民館」と「高
田支所」にも停留しています。
曽大根公民館では、自治会の方に広報していた
だいたこともあり、楽しみにされていた方がたく
さんいらして、停留中に利用者が途切れることが
ありませんでした。前の週までたかだ未来づくり
ステーションで利用されていた方は「家の近くに
来てもらえるので、たくさん買えるようになっ
た」、以前コープたかだを利用されていた方から
は「久々にコープ商品を買えてうれしい」などの
声をいただきました。買い物の後、数人の方が
「お久しぶり」と井戸端会議のようになり、話に
花が咲いていたようです。
高田支所では、勤務している㈱CWSの倉庫アル

バイトさんや事務の職員が利用していました。初
めて移動店舗を見た方も多く、買い物をした職員

コープみみなしの “コミュニケーション支援
ボード”をご存じですか？
コロナ禍でマスク
着用の生活が続いて
います。聴覚に障が
いのある方や話し声
が聞き取りづらい高
齢者にとっては、口
元が隠れることで表
情や口の動きから情
報を読み取ることが
できず、コミュニケーション
が取りにくい状態となってい
ます。
コープみみなしでは、誰もが安心して暮らせる
地域づくりの一環として、聴覚に障がいのある方
などへの支援に、昨年11月“コミュニケーショ
ン支援ボード”をサービスコーナーに設置しまし
た。このボードは意思や状況を伝える時に、ボー
ドに記載されている文字や絵を介して職員とコ
ミュニケーションをはかるものです。
また、コープみみなしには手話が少しできる職
員が２人いますので、お買い物にお役立てくださ
い。� （コープみみなし　店長　上川雅央）

「コープあったか便移動店舗」　大和高田市に停留所が２ヵ所増えました• •
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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

エリア組合員活動状況

　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：５月16日（月）

↓
→→

↓

国

常

想

休

４
月
号

Ａ・Ｅ（五條市）
Ｋ・Ｈ（橿原市）
Ｎ・Ｎ（大淀町）

答え 和 当選者
応募
157人

☆�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-202205

　※�アドレスは毎号変わ
ります。

☆�正解者の中から３人
にならコープ商品券
（1,000円分）進呈。

2021年12月９日（木）開催
◦�「2021年組合員のつどい」の振り返りをしました。
◦�2022年度総代会に向けて、総代会関連委員の役割
を説明しました。
◦�2022年度南エリア方針策定に向けて、スケジュー
ルを確認しました。

2022年４月14日（木）開催
◦�2021年度南エリアまとめと2022年度方針を再確
認しました。
◦�2022年度南エリア予算（案）を確認しました。

（2021年４月～ 2022年３月累計）

エリア概況 2022年３月度
供給高	 エリア合計８億4,807万円
	 （予算比102.7%・前年比100.3%）
�無店舗事業（支所計）
	 ７億5,199万円
	（予算比103.2％）

�店舗事業（店舗計）
	 9,607万円
	（予算比99.3％）

産地見学
（参加人数）

０企画
（０人）

講習会・学習会等
（参加人数）

34企画
（2,182人）

コープみみなし　店長／上
かみ
川
かわ
　雅
まさ
央
お

４月より着任いたしました。「くらしに寄
り添える地域の拠点」として、商品・活動に
重きを置いて頑張ってまいる所存です。また、

職員、組合員さん共に気軽に会話ができるように「元気で明る
い職場づくり」をめざします。よろしくお願いいたします。

ならコープ
下市ステーション
責任者／上

うえ
田
だ
　広
ひろ
志
し

開設から１年が経過しまし
た。下市町は１年間で100人以上人口が減少し、
現在４,900人で高齢化率は47％を超え、もはや
半数が高齢者になっています。共同購入・こまど
り便・受取ハウスや移動店舗をご利用の組合員は
ほぼ高齢者です。夕食宅配も口コミや紹介で広
がっています。地域のことや人を知り、優しい配
達と応対、仕事ができる環境づくりをすすめ、い
ろんな人たちと手をたずさえ、いつまでも元気で
住みよい街づくりの一助になるように頑張ります。

高田支所　支所長／北
きた
川
がわ
　真
ま
由
ゆ
美
み

２年以上もコロナ禍が続きみなさんのくら
しも大きく変化したのではと思います。なら
コープでも組合員さんとの交流をオンライン

で開催するなど、多様な参加の形を推進してきました。一方で
直接お会いすることの大切さも再認識しました。今年度は、イ
ベントやつどいなど組合員のみなさんと直接お
会いして一緒に取り組むこと、そして声を
聴くことを大切にしていきたいと考えてい
ます。どうぞよろしくお願いします。

コープなんごう
　店長／池

いけ�だ
田　信

のぶ
幸
ゆき

初めまして、池田と申しま
す。店舗事業に配属されて約
30年経ちますが、南エリアの事業所に配属さ
れたのは初めてです。私の生活範囲はこのエリ
アですので、地域のことを少しは知っている
つもりです。一方、まだまだ知らないことも

ありますので、組合員のみなさんや職
員とのコミュニケーションを大切に、
地域のみなさんにくらし向上の提案が
出来たらと考えています。これから１
年間よろしくお願いいたします。

都祁地区

吉野事業所
㈱ハートフル
コープよしの

たかだ未来づくり
ステーション

ならコープ
下市ステーション

事業所長紹介　みなさん、2022年度もよろしく！

桜井支所　
支所長／勝

かつ
目
め
　晃
あき
史
ふみ

昨年４月に桜井支所
の支所長に着任し１年

が経ちました。この間、組合員・地域のみ
なさまや職員からさまざまなことを学び、
支えていただきました。２年目の今年は、
みなさまに恩返しできるよう職員一同、力を合わせて最善を
尽くしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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