
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。

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。

今から60年前の高度成長の時代、くらしは豊かになっていくもののインフレや公害、さらにはメー
カーによる価格販売管理などが消費者を悩ませていました。商品の価格決定の主導権がメーカーにあ
ることに対抗し、安定的でより安い商品の提供をめざしてCO・OP商品の開発が始まりました。そし
て、1960年にCO・OP商品第１号として ｢CO-OP生協バター（当時の名称）｣ が誕生しました。
CO・OP商品は「安全性の確保」「確かな品質」「お求めやすい価格」を基本価値として開発された
生協のプライベートブランドです。組合員みんなでCO・OP商品を盛り上げていきましょう。

“毎日クロワッサン”でおなじみ！
長期保存パンの㈱コモの学習会

橿原東コープ委員会

１月31日（金）コープみみなし研修室で㈱コ
モのパンの学習会をしました。
まず、DVDを鑑賞してから、コモの方にパン
のおいしさと長持ちの特長を教えていただきまし
た。おすすめ
のレシピの提
案や質問タイ
ムの後、数種
類のパンの試
食と、コープ
委員会が準備
したコープ商品を使った食材を各自でパンに挟ん
だりして美味しく試食を楽しんでいただきまし
た。

参加者からは「こん
なにパンの種類が多い
とは知りませんでし
た！」「フワフワで長
期保存できるのに保存

料無添加で、美味しくて乳酸菌も含まれているの
で、健康に良さそう！」などの感想がありました。

巽製粉㈱フローベル事業部のパンの学習会
＆試食会

葛城コープ委員会

１月29日（水）たかだ未来づくりステーショ
ンで巽製粉㈱フローベル事業部のパンの学習会＆
試食会をしました。
巽製粉㈱の
方から、会社
案内・原料の
説明で、おい
しさ、やわら
かさを長持ちさせるために原料・発酵から焼き上
げまでの時間管理・製法にこだわり、努力されて
いることがよくわかりました。
説明の後、ミニ製粉機で小麦を挽かせていただ
き、ふるいにかけて小麦粉作りの体験をしました。
また、トースターでのおいしい焼き方を教わりな
がら焼いて、アツアツのパンを試食しました。
参加者から「話がお
もしろくわかりやす
かった」「また買いま
す。応援しています」
「参加できてよかった」
「小麦の話など聞けてよかった」などの感想があ
りました。
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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

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 次回発行は

５月４日（月・祝）
です。

受 付：４月６日（月）～４月10日（金）
　　　 Webのみ４月12日（日）まで

1 大山乳業農業協同組合の�
試食学習会

主催　橿原西コープ委員会　
「CO・OPのむヨーグルト」「CO・OPプレーン
ヨーグルト」などでおなじみの大山乳業の商品の
基礎知識やこだわり、アレンジレシピなどを学習
しましょう！
日　時　５月１日（金）10：00～ 12：00
場　所　白橿地区公民館（橿原市白橿町２-32-11）
参加費　100円
定　員（抽選）　10人　大人のみの

参加・保育有り
保　育　無料　要申込
申　込　電話、Webで３人まで
※駐車可能ですが、できるだけ乗り
合わせで。

2“ピラティス”で心も身体も�
リフレッシュ

主催　桜井東コープ委員会　
ピラティスとは、胸式呼吸を意識しながらイン
ナーマッスルを鍛え、美しく健康的な身体を作る
エクササイズです。
日　時　５月12日（火）10：00～ 11：30
場　所　コープみみなし　２階研修室
参加費　300円　
定　員（抽選）　14人　大人のみの参加・保育有り
保　育　無料　要申込
申　込　電話、Webで４人まで
持　物　バスタオルまたはヨガマット・バスタオ

ル・フェイスタオル・飲み物
※動きやすい服装でご参加ください。
※駐車は北側駐車場（公園側）に。

3 �バスで行く！CO・OPスパゲッティ�
の工場見学（大阪府貝塚市）と�
アウトレット

主催　高田東コープ委員会　
「CO・OPスパゲッティ」「CO・OPホットケー
キミックス」でおなじみの奥本製粉㈱の工場見学
です。製粉工場ってどんなところでしょう？見学
後は、りんくうのアウトレットで昼食やお買い物
を自由に楽しみましょう♪
日　時　５月25日（月）８：40～ 17：00ごろ
集　合　８：40　たかだ未来づくりステーション
参加費　無料（昼食代は各自で）　
定　員（抽選）　10人　大人のみの参加
申　込　往復ハガキで２人�

まで
持　物　筆記用具・飲み物
※服装はパンツスタイルでご参加く
ださい。
※靴はハイヒールは不可です。
※集合場所は駐車可能です。

新型コロナウイルスの感染拡大に対する 
ならコープの対応について
ならコープでは、新型コロナウイルスの
感染が拡大している状況をうけ、ご利用の
組合員と役職員の健康と安全を考慮し、感
染の予防・拡散防止に努めてまいります。
エリアニュースに掲載するイベントおよび企
画についても、中止になる場合があります。
中止になる場合は事前にお知ら
せします。あらかじめご了承く
ださい。 中止の状況はこちら→
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  申込：４/６（月）～10（金）まで 
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：４/12（日）23：59まで
　　 https://form.run/@

kumikatsu--4780
　　※ ４月からアドレスが

変わりました。
　◦ ・ 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。

  申込：４/10（金）消印有効
　　 往復ハガキ中面には右記の項目を

もれなくご記入ください。締切後
１週間以内に返信します。

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。 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。

◦ 保育は８ヵ月〜未就学児が対象。申
込時に子どもの名前・年齢・性別・
アレルギー有無をお聞きします。
参加時に飲み物（水筒）をお持ちく
ださい。なお、保育の受付は企画開
始時間までに済ませてください。

◦ 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。

バス企画の参加費は旅行業法に
基づき無料となります。
＊ 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

宛先	〒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

[返信]

郵便往復はがき ①企画名・主催者名
② 氏名（参加者本人）
③年齢
④  TEL（携帯電話を

お持ちの方はその
番号も）

⑤組合員番号
⑥ 代 表 者以 外 の方

の 氏 名・ 年 齢・
TEL・集合場所

●代表者の
　住所と氏名

南エリアからのお知らせ

元コープたかだ第２駐車場に設置した「たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウス）」は、組合
員や地域の皆さんのお買物支援や組合員活動の拠点として、昨年10月１日に開設しました。４月からも
引き続き営業しますので、ぜひご利用ください。
★４月からのご案内★
◦ 集会室 （要予約）
　火・水・金10：00～ 17：00
◦ 受取ハウス
　火曜日11：00～ 19：00・水曜日15：00～ 19：00
◦ お買物バス運行 　※４月より火曜日のみの運行に変わります。
　コープなんごうへ　火曜日　１日４便運行
◦ コープあったか便移動店舗 　※４月より土曜日に変わります。
　毎週土曜日10：00～ 12：00
※利用の問い合わせは、組織部☎0742-45-7884（月～金９：00 ～ 17：00）まで

「たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウス）」からのお知らせ

2020年NPT（核兵器不拡散条約）再検討会議へ
の組合員代表派遣が中止になりました
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、
日本被団協から被爆者の派遣中止の決定を受け、
日本生協連は生協代表団派遣の中止を決めまし
た。生協代表団の国連およびニューヨークでの活
動は行われませんが、これからも核兵器のない世
界の実現に向けてみんなで行動していきましょ
う。これまでの皆さまのご支援ありがとうござい
ました。

アースデー 2020 in なら
「フードドライブ」ならコープ全店舗で実施
日　時　４月23日（木）10：00 ～ 12：00
家庭で使いきれない食品を持ち寄り、食品ロス
を減らしましょう‼お預かりした食品はフードバ
ンク奈良を通して必要とされている団体や施設に
お届け。お預かりできる食品は①賞味期限が１ヵ
月以上残っている②常温保存ができる(米・乾麺・
インスタント食品・缶詰・菓子・レトルト食品な
ど)③未開封④食品表示のあるものです。
問合 組織部☎0742-45-7884（月～金９：00～17：00）
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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�https://form.run/�
@kumikatsu-2929

※�４月からアドレスが変
わりました。
�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４月21日（火）

〈入協のきっかけ〉Ｍ：小さい頃から、ならコー
プ店舗を利用していた。職場体験の時に雰囲気が
良かった。Ｈ：中学生のころからスーパーで働い
てみたかった。職場体験。

〈仕事で楽しかったこと〉Ｍ：りんごをおすすめ
した組合員さんが「美味しかった」と買い続けて
くれている。Ｈ：お肉をきれいに商品化（加工）

（文中のＭは御山さん、Ｈは萩本さん）

南エリア
フラッシュ

新年度の南エリア委員会
は６人でスタートします！

３月に３人の南エ
リア委員が卒業され
て寂しくなりました
が、新年度は新メン
バーが１人加わり６
人でスタートしま
す！コープ委員会のみなさんとさまざまな活動が
できるように南エリア委員一丸となって活動して
まいりますのでよろしくお願いします！
また、南エリアニュースにも南エリアの活動を
掲載していき
たいと思いま
す。楽しみに
していてくだ
さいね！
活動に興味

がある方を募集しております！いつも笑いのたえ
ない私たちと一緒に活動しませんか？お気軽にお
尋ねください～♪� （南エリア委員）
問合：組織部☎0742-45-7884
　　　（月～金９：00 ～ 17：00）

すること。任される仕事
が増えたこと。

〈2020年度に向けて〉
Ｍ：商品の知識を身につ
ける！Ｈ：全てのお肉を指示通り加工できるよう
になる！
� （インタビュアー：店長　杉本遼太）

南エリア 　み・ん・な の レ シ ピ

※お野菜、たべ菜さ～い※
～ 人参玉葱ドレッシング ～

＜材　料＞
人参１/3本、玉葱１/4個、味噌大さじ１、�
オリーブオイル大さじ２、べんり酢大さじ２
＜作り方＞
①�人参、玉葱をすりおろす。
②�味噌、オリーブオイル、
べんり酢をボウルに入れ
①を合わせてできあがり。
※�おすすめの野菜は、キャベツの千切りやオニ
オンスライスです。

2020年３月12日開催
◦�2019年度南エリアのまとめを確認しました。
◦�2020年度南エリア方針、南エリア予算を提案、協
議しました。
◦�「ヒロシマの旅」の案内とエリア支援について提案
しました。

2019年度入協の２人に社会人１年目の振り返りインタビュー♪
コープみみなし	農産担当	御

み
山
やま
紗
さ
季
き
さんと畜産担当	萩

はぎ
本
もと
	匠
たくみ
さんの巻

（2019年４月～ 2020年２月累計）
産地見学
（参加人数）

13企画
（321人）

講習会・学習会等
（参加人数）

33企画
（527人）

供給高	 エリア合計６億9,528万円
	 （予算比100.1%・前年比92.8%）
�無店舗事業（支所計）
	 ６億663万円
	（予算比99％）

�店舗事業（店舗計）
	 8,865万円
	（予算比108.8％）

エリア概況 2020年２月度
↓
→→

↓

芝

夜

餅

貝

たべる、たいせつフェアでの様子

御山紗季さん　萩本匠さん

答え
３
月
号

奥野　直子（葛城市）
田中　乗子（橿原市）
福田　芳子（宇陀市）

当選者卒 応募
102人
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