
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。

12月５日（木）コープみみなし研修室で「コー
プの注文アプリ勉強会‼」をしました。
スマートフォンでコープのアプリを使って、共
同購入・こまどり便・受取ハウスの商品を注文す
る方法を無
店舗運営部
の職員から
学 び ま し
た。アプリ
の案内から
ダウンロードの方法を学び、OCR注文書との違
いやメリットを聞きました。すでにアプリを使用
していても、知らなかったお得な情報を知ること

ができました。学習の後は、お菓子を楽しみなが
ら質疑応答をしました。
＜参加者の感想＞
◦�苦手意識があったが、ダウンロードから丁寧に
教えていただいたのでできました。
◦�アプリ注文をすることのメリットをたくさん知
ることができた。

12月６日（金）コープみみなし研修室で、「和
紙で作る“干支の箸置き”と楽しい試食会をしま
した。
和紙を
使って、
令和２年
の干支の
ねずみを
作成。顔
の部分と胴体の材料は１セットにして配布しまし
た。まず、顔から作り、胴体を作って２つをくっ
つけます。小さなパーツがあったので、皆さんと
ても真剣な表情で作っていました。１人３個作る
のに１時間ちょっとかかりましたが、とても可愛

いねずみが出来
上がり満足され
ていました。
試食は、おせ
ちのセットを２
種 類 準 備 し、
セットされてい
る内容を見てい
ただいてから試
食しました。参
加者から、「味
も量もよくわ
かって、購入の参考になった」との声をいただき
ました。他に黒豆、数の子、ごまめを試食。また、
「岩手あい鴨ロース鍋セット」に、うどんとお餅・
野菜等を入れた具だくさんの温まるメニューは、
とても好評でした。

“コープの注文アプリ勉強会‼”を開催し
ました

橿原南コープ委員会

和紙で作る“干支の箸置き”と
楽しい試食会

橿原北コープ委員会
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注文アプリ「ニコリエ」
欲しい商品をカテゴ
リーから選んで注文

ダウンロード
はこちらから

電卓注文アプリ
注文番号を電卓みた
いに入力して注文
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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
コープたかだ
閉店に伴い終了しました。
コープみみなし
偶数月の第 1 土曜日 10:00 〜 13:00

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

コープみみなし“盛り上げ会”を開催します。 
みなさんのご参加お待ちしております!!

盛り上げ会は、コープ商品の試食やコープ職員との交流をしていただく場となっております。食べたこ
とのない商品や「へ～」という話など、コープを利用していても知らなかったことを知ってもらえる機会
です。コープ商品や企画に興味のある方はぜひご参加ください‼
開催日は３月23日（月）、４月20日（月）。以降2020年は毎月第３月曜日に開催します。
時　間　10：00～ 11：30終了予定
場　所　コープみみなし２階研修室
申込・問合　�コープみみなしサービスコーナーまで　☎0744-22-2721

コープみみなしで節分イベントをしました‼
２月１日（土）お子さん向けに「節分イベント」を開催しました。
怖～い鬼にタッチできたお子さん限定100人にお菓子をプレゼント‼
上川副店長と農産部門の田中チーフが、“怖い赤鬼”と“笑顔の青鬼”に扮し店内を練り歩きました。
今回は顔にペイントしたリアルな鬼の登場となり、泣いてしまうお子さんもちらほら。でも勇気を出して
タッチして喜んだり、鬼に優しくしてくれるお子さんもいたりとみんなが笑顔になる企画となりました。
来年は誰が鬼になるか今から職員内では話題になっています。� （店長　杉本遼太）

●次回発行は３月 30日（月）です。

南エリアからのおしらせ

１月開催時の様子 部門担当職員による商品説明

＊�企画は、新型コロナウイルス
などの感染を考慮し中止にな
る場合があります。ご了承く
ださい。
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「ヒロシマの旅2019 参加報告」
　ならコープは毎年８月に被爆地ヒロシマに訪れて、被爆や戦争の実相、命の尊さなど平和について学
ぶ「ヒロシマの旅」を開催しています。2019年８月５日、６日に参加された、吉川さんからの報告を紹
介します。
	 「あの日」を学べた広島� 葛城市　吉川　恵美子　
私がこの企画に応募したきっかけは、偶然「南エリアニュース」を見たことでした。
私には中学１年生になる息子がいます。彼は日ごろから平和学習にとても関心があり、図書館で資料を
借りては、よく読んでいます。2018年の修学旅行で広島を訪れましたが、平和記念資料館はあいにく改
修工事中で、ごく一部の展示物しか見ることができませんでした。とても楽しみにしていただけにたいへ
ん残念だったようで、普段あまり自分の気持ちを口にしない息子が「いつかもう一回、広島に行きたいなぁ」
と呟いていたのが、私の中で気になっていました。
もう一つ動機になったことがあります。今はまだ慕ってくれる息子も、成長と共
に友人と過ごす時間の方が増えるのは確実です。「息子が母親と２人で旅行するな
んてこれが最後かもしれない」そんな思いもあり、またとない機会だと応募するこ
とにしました。
広島での２日間は、とても有意義なものでした。８月５日・６日という特別なタ
イミングだったこともあったでしょう。平和記念公園のあちらこちらで、平和を祈
念した催しが行われていました。行き交うさまざまな国の人々に向かって「もう二
度と同じ悲劇は繰り返させない」という強い覚悟がひしひしと伝わってくるものでした。
夕方、原爆被害者相談員の会の方に解説していただきながら“碑めぐり”をしました。気温37℃の中、
１時間半程歩いていると、体内に熱が溜まって膨らんでいく感覚に黙って耐え続けていました。そんな時
ふと私は、74年前に原爆に焼かれた人々の事を想像してみました。彼らが体感した熱さは今の私の比で
はなかったと思うと、ひどく胸が締めつけられました。
２日目にお会いした語り部の田中繁さんのお話は特に強く心に残っています。地元を離れて出身地を隠
して生きてきたこと。小学２年生で被爆し、ひとりで転校した先で、大人や子どもから「うつる（伝染）」
と言われたこと。道を歩いていると物陰から石を投げつけられたこと。いつも一人だったこと。数年間は
報道規制があり、被爆に関する正しい情報が全くなかったために、田中さん自身も30歳を過ぎるまで放
射能被爆は「うつる（伝染）」ものと信じていたこと。だから結婚しても故意に子どもを作らなかったこと。
38歳で片目が白内障になり、５回角膜移植手術を受けても視力は戻らず、今もほとんど見えていないこと。
ヘリコプターやジェット機の爆音を聞くと今でも上を向く癖があること。田中さんは証言する度、あの頃
を思い出して苦しいと仰っていました。けれど、正しい事実を後世に伝え続けることはとても大切だから
と聞かれれば思い出せる限りすべてを話すのだと、覚悟を持って話されていた田中さんの生の声を聞いた
私は、どうすればいいのか…。
大きなことは出来そうにありません。平和の大切さを忘れない。原爆の恐ろしい結末を忘れてはいけな
い。過ちは絶対に繰り返さない。そう心にしっかり留めて、機会があれば身近な人に伝えていけたらと思っ
ています。
最後になりましたが、今回は「ヒロシマの旅」に参加させていただき、本当にありがとうございました。

「ヒロシマの旅2020」開催予告
被爆体験を聴き、平和記念公園や原爆資料館、平和記
念式典の見学をおこなう予定です。
募集案内チラシは、共同購入・こまどり便の商品案内
カタログ５月２回企画【４/27(月) ～５/１(金)】に配布、
店舗ではサービスコーナー等に設置いたします。
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漢字二字熟語で　１字　あてクイズ

4

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 � h t t p : // w w w .
naracoop.or.jp/eventform3/
�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？
　☆締め切りは３月16日（月）消印有効

石馬場さん（写
真左から２番目）
は入協歴34年！の
ベテラン職員で
す。支所内では良
き先輩、良きお兄
さん？として日々

南エリア
フラッシュ

たかだ未来づくりステー
ションで「むかし遊び広
場」を開催しました

１月26日（日）たかだ未来づくりステーショ
ンで、「むかし遊び広場」を開催。子ども23人を
含む83人が参加しました。
ステーションの中では、カルタ遊びが人気で、
お父さんも本気になって、子どもたちと取り合い
していました。ならっぴの顔の福笑いや駒回し、
おままごと遊びなど賑やかに盛り上がりました。
外遊びでは、凧上げを小さな子どもたちが楽し
み、バドミントンは、
親子で大きな声を上
げながら、汗をかい
ていました。
コープあったか便移動店舗では、多くの方が、
買い物かごをいっぱいにしておられました。
親子で、楽しい一日を過ごしていただきました。
参加者から、「子どもが楽しむ姿を見て、嬉しかっ

た、またしてください」の声がありました。
� （南エリア委員）

後輩職員に声を掛けてくれています。
その中でも、“夜な夜な”支所の食堂で開かれ
る晩ごはん？を兼ねた試食は、まだまだコープ商
品を知らない若年の職員にとってはアットホーム
な雰囲気でコープ商品の使い方や知識を得る良い
機会になっています。� （支所長　上田幸司）

南エリア 　み・ん・な の レ シ ピ

※お野菜、たべ菜さ～い※
～	簡単！新玉ねぎのレンジ蒸し	～

＜材　料＞新玉ねぎ１個、バター５g、めんつゆ
大さじ１、かつお節適量、青ねぎ（小口切り）少々
＜作り方＞
①�新玉ねぎの皮をむき、上下を切
り落とし、火が通りやすいよう
に、上の部分に十字に切り込みを入れる。
②�耐熱ボウルに①を入れ、バターをのせる。
③�ラップをして、電子レンジ500Wまたは
600Wで６～８分柔らかくなるまで加熱する。
④�めんつゆ、かつお節、青ねぎをかけて完成！
※�一品足りない時やお酒と一緒に！味付けもコ
ンソメやポン酢、和洋中さまざまなアレンジ
でぜひお試しください。

2020年２月13日開催
◦�2019年南エリアまとめ、2020年南エリア方針を
協議し、テーマを決めました。
◦�組合員のつどいのまとめを確認しました。
◦�１月28日に開催したエリア委員研修の報告をしま
した。

夜な夜な開かれる、夕食を兼ねた？試食会はアットホームな雰囲気です♪

高田支所　地域担当　石
いし
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軽

業

論

答え
２
月
号

小川美由紀（葛城市）
川口　晴美（東吉野村）
安田　智子（宇陀市）

当選者
応募
77人春

（2019年４月～ 2020年１月累計）
産地見学
（参加人数）

12企画
（301人）

講習会・学習会等
（参加人数）

27企画
（422人）

供給高	 エリア合計６億2,576万円
	 （予算比97%・前年比93.5%）
�無店舗事業（支所計）
	 ５億4,523万円
	（予算比96.7％）

�店舗事業（店舗計）
	 8,053万円
	（予算比99.4％）

エリア概況 2020年１月度
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