
奈良市・生駒市

2022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。

フンドーキン醤油㈱の学習会
生駒北コープ委員会

７月29日（金）ディアーズコープいこま広場“い
こっぴ”で、「CO・OP野菜たっぷり和風ドレッ
シング」や「CO・OP深煎り胡麻ドレッシング」
などでおなじみのフンドーキン醤油の方を講師に
ドレッシングや醤油、味噌のことを学びました。

まず、資
料を使って
の説明と映
像で工場内

（製造工程）
を見せてい
ただきました。製造には手作業も多いですが、材
料にもこだわっていて、安心・安全な商品を作ら
れていることがわかりました。

ドレッシングのオイルの種類や配合のこと、通
常タイプとカロリーハーフタイプの違いも聞き、

数種類のド
レッシング
の味比べを
し ま し た。
参加者から
は、「映像で

製造工程を見て、安心・安全なことがわかった」
「食べたことのないドレッシングの試食ができて
よかった」などの感想がありました。

毎年好評の夏休み企画！
～子ども習字教室～

奈良東コープ委員会

７月26日（火）ならコープ本部会議室で、夏休
みの子ども向け企画で恒例の「子ども習字教室」

を開きまし
た。この企
画は、お子
さんたちに
習字の楽し
さを味わっ

ていただくために、毎年開催しています。
はじめに、緊張をほぐすために体操をしまし

た。また、手を「グー、パー」と10回すること
で手が温まり、筆が持
ちやすくなります。そ
して本番です。太筆の
練習から清書、次に細
筆の練習から清書へと
進めました。

上手に書くコツは、「ゆっくり丁寧に文字に気
持ちを込めて書く」「ひじを上げて腕を大きく動
かす」ことです。

家とは違う環境と少人数だったこともあり、子
どもたちは集
中して書くこ
とができたよ
うでした。

参加者（保
護者）からは、

「丁寧に教えていただけてありがたかった」「家で
は、小さな子どもがいて道具を広げにくいので助
かりました」など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

全 店 舗 10月15日（土）10：00～12：00
10月30日（日）10：00～13：00

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？

2 組合員のつどいと 
東洋ライス㈱のお米の学習会

主催　西の京コープ委員会
東洋ライスの方から、金芽米・無洗米・金芽ロ

ウカット玄米などの説明と、おいしい炊き方や保
存の方法を学びましょう。
日　時　10月31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・マスク・飲み物
※駐車は出口側の道路沿いへ。

1  組合員のつどいと 
CO・OP商品学習会

主催　奈良東コープ委員会
商品部の職員による人気のCO・OP商品学習会

です。どんな商品が紹介されるかは当日のお楽し
み。一緒に学びましょう。
日　時　10月25日（火）10：00 ～ 12：00
場　所　ならコープ本部　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で。

受 付：10月10日（月・祝）～10月14日（金）
　　　Webのみ10月16日（日）まで

次回発行は
10月31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。�→

3 エコな「蜜ろうラップ」作りと 
環境学習会

主催　奈良西コープ委員会
脱プラスチックな生活をめざして、繰り返し使

える蜜ろうラップを作ります。ならコープ環境ビ
ジョンの学習・紙芝居もありますよ。
日　時　11月18日（金）10：30 ～ 12：00
場　所　コープ学園前　２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　綿の布（20㎝×20㎝）・新聞紙１日分・

タオル・飲み物・マスク
※店舗駐車場は２時間まで無料です。

❖❖❖�10月30日は食品ロス削減の日�❖❖❖
「食品ロス削減アクション」を全店舗で開催！

～捨てないで！まだ食べられるのに～
食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられて

しまう食品のことです。日本では、年間522万ト
ン（令和２年度推計値）、国民一人当たり１日約
113ｇ（お茶碗１杯分）の食品が捨てられています。

10月30日（日）は、食品ロスを少しでも減ら
すことを考える一日にしてみませんか？全店舗で

「食品ロス削減アクション」を実施します。
毎月15日10時～12時に全店舗で開催している

フードドライブ。10月30日も10時～13時まで
開催します。家庭で余っている食品（常温保存で
き、賞味期限が１ヵ月以上あり、食品表示のある
もの）をお持ちください。また、子どもの学習用
で新品・未開封の文房具もお預かりします。
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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：10/10（月・祝）～14（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：10/16（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-
kita2210

　　※�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。

〈組合員のつどいに参加するには〉
★店舗主催の企画に参加

コープおしくま、Ｄコープいこま、コープ朱雀、
コープ学園前、コープ七条で店舗主催のつどいを
開催します。店内掲示や店舗ファンクラブメール
にご注目ください。
★学習会やイベントに参加

本誌２ページおよび11月号掲載のコープ委員
会主催の「組合員のつどい」と表記されている企
画、あをがき10月・ 11月号掲載の「組合員のつ
どい」企画に申し込みのうえ、ご参加を。
★オンラインでつながるつどい

オンラインライブ「CO・OPセフターの洗浄実
験」で交流。申し込みは、右記二次元コードから。
オンライン参加者に商品サンプルをプレゼント！

★おうちでも参加できる組合員のつどい
家族、友人同士で「エシカルなつどいセット

2022」（申込は組合員）を囲んでエシカル消費を学
びましょう。申し込みは、共同購入・こまどり便・
受取ハウスの10月３回企画OCR注文書に記入（e
フレンズも可）、もしくは店舗サービスコーナー
で10月17日（月）～10月30日（日）まで受付。
★「エシカル消費」あなたの意識度チェック！

商品やファッションを選ぶときの普段の行動を
チェック！回答者の中から抽選で50人にコープ
のエシカルな商品をプレゼント。参加方法は、共
同購入・こまどり便・受取ハウスで
10月３回企画配布のチラシに記載。
または、右記二次元コードから。

商品や組合員のくらしについて、組合員どうし、組合員と職員が学び交流できる場「組合員のつどい」。
今秋もさまざまな学習会、イベント、おしゃべりの機会を準備しました！「ひとりひとりの選択が未来を
変える ～エシカル消費2022 ～」のテーマのもと、SDGsやエシカル消費、「産直」（産地直結）を学び合
いましょう。学習会やおうちでも参加できるつどいには、組合員ではないお友達もお誘いください。

コープ会は登録制で、３人以上の組合員が集ま
り（内、２人以上が同じ中学校区在住）、ならコー
プから定期的に届く（月１回）商品やくらしに役
立つ情報を囲んでおしゃべりするグループです。
メンバーは何人でもOK。３人目からは他校区の
方でも大丈夫です。登録は、連絡係（共同購入・
こまどり便・受取ハウスご利用の方の
み）を決めて、右記二次元コードか電
話でお申し込みください。

☆2022年度11月以降のお届けスケジュール
（お届け開始月は登録の受付日により決まります）
11月分：11月 7 日（月）～11月11日（金）
12月分：12月 5 日（月）～12月 9 日（金）
 1 月分： 1 月16日（月）～ 1 月20日（金） 

（以降毎月１、２週目を予定）
申込・問合せ　組織部☎0742-45-7884
　　　　　　　（月～金９：00 ～ 17：00）

“コープ会”を開きませんか？ 
～組合員どうし、コープの商品を囲んで気軽に集まりましょう～

10月・11月は「2022年組合員のつどい」に参加しましょう
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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

※�2021年度から収益認識に関する会計基準を適用していますが、
2020年度以前の基準で表示しています。

“こころテラス”が愛称の「コープふれあいセ
ンター六条」は、組合員の自主活動や地域のコミュ

ニティの場として
みなさんに喜ばれ
ています。

コロナ禍で使用
を 制 限 し て い た

「キッズスペース」
は、装いも新たに

６月から再開しています。
また、毎週土曜日の11時から11時40分まで、

コープあったか便移動店
舗での販売もあります。みなさん、ぜひお立ち寄
りください。 （組織部部長　奥田高士）

　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：10月17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。

2022年９月８日（木）開催
◦ 2022年度北エリア方針上期まとめについて確認し

ました。
◦ 運営協議会ですすめる「2022年組合員のつどい」

実施事項が決まりました。
☆ 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-202210

　※�アドレスは毎号変わ
ります。

↓
→→

↓

秋

火

日

典

９
月
号

Ｏ・Ｋ（奈良市）
Ｋ・Ｓ（生駒市）
Ｓ・Ｔ（奈良市）

答え 長 当選者
応募
119人

コミュニティの場として喜ばれています
コープふれあいセンター六条　“こころテラス”の巻

ナーでは店長イチオシの「天使の宝石」というブ
ランド名の高知の釜揚げしらすと他の国内産釜揚
げしらすの食べ比べをし
ました。

また、ディアーズコー
プいこま広場“いこっぴ”
では、紅茶とお菓子を先
着で30人の方にふるま
いました。

試食されたみなさんか
ら、「試食の再開、待っ
てました！」「やっぱり試食すると産直商品のお
いしさがよくわかるね！」と、声をかけられ嬉し
く思いました。 （北エリア委員会）

コロナの感染状況が少し落ち着いていた７月
10日（日）、ディアーズコープいこまの店内でエ
リア委員はじめ、組合員・北エリアの理事・職員
で、久しぶりに試食会を開催しました。

農産、畜
産、日配の
各コーナー
ではそれぞ
れ「当麻の
なすび」「有明名水豚」「生協牛乳」といった、な
らコープ産直（産地直結）商品の提供。水産コー

北エリア
フラッシュ

ディアーズコープいこまで
試食会を開催しました

県立西の京高校

公園

国立奈良
医療センター

奈良県
総合医療
センター

五条山
病院

奈良交通（バス）
六条山

レストラン

コンビニ

南都
銀行

三松禅寺

至大和西大寺

近
鉄
橿
原
線
西
ノ
京
駅

交番
大池

富雄川

六条小学校
市営五条山団地

至学園前

学園前
出入口

九
条
駅

コープふれあいセンター六条・組織部

コープ七条

▲

▲

▲

大和中央道

第2
阪奈
道路

コープふれあいセンター六条への行き方
〒630－8043���
奈良市六条2丁目17
番6－11号
・�近鉄西ノ京駅より
奈良県総合医療セ
ンター行きバスで
奥柳バス停下車�
徒歩400m
・�近鉄西ノ京駅から
徒歩約15分

（2022年４月～８月）

エリア概況 2022年８月度
供給高	 エリア合計14億2,286万円
	 （予算比100.9%・前年比107.8%）

 無店舗事業（支所計）
	 ８億8,969万円
	（予算比101.6％）

 店舗事業（店舗計）
	 ５億3,317万円
	（予算比99.8％）

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
（219人）
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