
５月開催の北エリア総代会議で確認された2019年度北エリア方針くみかつひろば　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。

多くのコープ商品は組合員の声から生まれています。最近では乳幼児向けの「きらきらステップ」
シリーズ。テレビＣＭでご覧になった方もおられるのではないでしょうか。「赤ちゃんにも安心して

食べさせられる離乳食があったらいいな」母親なら誰もが抱くこんな想いか
ら開発をスタートさせ、何度も何度も組合員と試食を重ね作り上げました。
離乳食はほんの数ヵ月しか利用しない商品ですが、赤ちゃんにも「特別な、
あたりまえ」を届けたいものです。

㈱ニッキーフーズ　
手軽に作れておいしい麺の学習会

奈良東コープ委員会

２月21日（金）、ならコープ本部会議室でラー
メン横綱や味噌煮込みうどんなどでおなじみの㈱
ニッキーフーズ学習会を行いました。まず、商品
の製造工程など会社の説
明を聞き、その後、４種
類の冷凍具付き麺を実際
に調理して試食しまし
た。いろんな味が試食で
き、どれもおいしく手軽
にできました。冬場に温
かく手軽な食品である冷凍麺の学習会を通じて、
コープ商品の良さを知ってもらえました。「製造
工程が写真付きで詳しく説明され、わかりやす
かった。以前四角だった冷凍麺が丸型になったの
も“なるほど”と興味深かったです」「便利だし、
味もしっかりしてるので今後利用したいです」な
ど、参加者からたくさんの声をいただきました。

「大人の体操」
みんなで気持ちよく身体を動かしました

西の京コープ委員会

２月17日（月）コープ七条集会室で組合員の
つどい共催「大人の体操」を行いました。奈良県
医療福祉生協
の方に来てい
ただき、みん
なでストレッ
チと、家でも
できる簡単な体操をしながら動かし方のコツを教
えてもらいました。続いて骨のお話を聞き、骨密
度と握力を測定しました。2019年度組合員のつ
どい共催で、職員からつどいのテーマである「食

品ロス」の話など
を聞いた後、コー
プ商品を試食しな
がら交流しまし
た。参加者からは
「ふだん身体を動

かすことがないので、ストレッチができてよかっ
た」「骨密度の数値がずっとよかったが、最近下
がってきたこともあり、こまめに測定することが
大切だと思った」などの感想がありました。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のために、組
合員活動を自粛しております。よって、６月号以
降は、休刊もしくは縮小する可能性があります。
　みんなで、大切な命を守るためにも冷静な行動
を心がけましょう。
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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

所
在
地
・
行
き
方

使用済み天ぷら油回収
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、５月・６月の使用済み天ぷ
ら油の回収は中止します。

みなさん、こんにちは！今年度の北エリア委員
会は４名で元気満々スタートしました！
エリア委員の主な活動をご紹介します。まずは
店舗での活動。北エリア５店舗の周年祭などを盛
り上げたり、たべる、たいせつフェア（食育活動）
や東北被災地応援バザーなどを、コープ委員さん
たちと企画・開催しています。機関紙「あをがき」
企画会議など、組合員参加の会議にも出席します。
また、ならコープで扱う商品が安心安全に作られ
ているかを確認するため、取引先工場の点検にも
行きます。
昨年はディアーズコープいこまの店舗協議会
で、改装の際“組合員ひろば”の使い方につい

て考えたり、「ならコープ白菜キムチ」のリニュー
アル時には試食をして意見を出したり、そんな貴
重な体験もしました。
私たちと一緒にエリア委員をしてみませんか？
やりがいが
ある活動が
満載です。
あ わ せ て
コープ委員
も募集して
います。ご
興味のある方は、ならコープの組織部にお問合せ
ください。お待ちしています！

北エリアの組合員のみなさまへ
新型コロナウイルスの感染が広がり、不安な
日々が続いています。
多くの人が集まるイベントや企画も中止とな
り、今しばらくは北エリアの組合員活動も自粛し
ています。この事態が終息し、くらしが平常に戻
り、みんなが元気に会うことができるために、今
は、一人ひとりが「感染しない」「感染させない」
ことが重要です。
平穏なくらしが戻れば、また楽しい組合員活動
を再開します。
予期せぬことがいろいろ起こりますが、みんな
で乗り越えることができるよう、ご理解、ご協力
をどうぞよろしくお願いいたします。
� （北エリア組合員理事）

《組合員の“はじめの一歩”》②
コープは組合員一人ひとりが主人公です。

「みんなで出資し、みんなで利用し、みんな
で運営する」これを『生協の３つの原則』と
いいます。
コープの支所・店舗などの施設や商品など
は組合員の出資金で支えられ、組合員が利用
することで発展します（生協では商品の購入
を「利用」、商品の販売を「供給」といいます）。
また、組合員や地域の人々が安心してくら
せるように、食育・環境・福祉・子育て・平
和などさまざまな分野に取り組んでいて、そ
れぞれの分野に「組合員活動」があります。
生協は組合員による組合員の組織なので、活
動を通じて意見を出し合い、運営に参加する
ことを大切にしています。

2020年度の北エリアの組合員活動が始まります！

新型コロナウイルス感染拡大に対するならコープの対応について
新型コロナウイルスの感染が拡大しています。組合員のみなさんも不安な日々をお過ごし
のことと思います。ならコープでは、ご利用の組合員と役職員の健康と安全を考慮し、感染
拡大の防止に努めてまいります。詳細はホームページまたは右記二次元コードから。
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ならコープでは毎年８月に被爆地ヒロシマを訪れる「ヒロシマの旅」を開催しています。現地を
訪れ、被爆者から被爆体験を直接お聴きすることで、当時のヒロシマに思いを馳せ、平和の大切さ
を実感できる貴重な機会となっています。ぜひ、ご参加ください。

日　程　８月５日（水）～８月６日（木）【１泊２日】
行　程　【１日目】京都駅集合⇒（新幹線）⇒広島駅着⇒広島原爆養護ホーム舟入むつみ園訪問、

交流⇒原爆資料館見学⇒平和記念公園碑めぐり⇒ホテルチェックイン⇒自由行動
　　　　�【２日目】平和記念式典見学⇒原爆被害者相談員の会による「被爆者証言のつどい」参加
　　　　�⇒自由行動⇒広島駅集合⇒（新幹線）⇒京都駅着
定　員（抽選）　20人（応募多数の場合は抽選）
参加費　大人（中学生以上）18,000円
　　　　子ども（小学生）　� � 8,500円
※参加費には、京都駅～広島の往復新幹線代、朝食を含む宿泊費、原爆資料館入館料、１日目のバ
ス代が含まれます。
◆�北エリアでは、２日間の体験を簡単な掲示物として作成いただける方に北エリア支援として参加
費の半額9,000円を補助します（１組あたり大人１人分（最大２組まで）。ご希望の方はお申込
みの際に氏名横に『北エリア支援希望』とご記入ください（応募多数の場合は抽選となります）。
申　込　往復ハガキに代表者の氏名（ふりがな）・住所・電話番号・組合員番号および参加希望者

全員の氏名（ふりがな）・年齢・性別を明記の上、下記までお申し込みください。
　　　　＜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「ヒロシマの旅」係
締　切　５月29日（金）必着
問　合　組織部☎0742-45-7884（月～金９：00～ 17：00）
※�小学生・中学生・高校生のみの参加はできません。保護者同伴でお申込みください。
※�この企画の運送（鉄道・バス等）・宿泊に係る手配は㈱トッパントラベルサービスが行います。
※�新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止になる場合があります。あらかじめご了承くだ
さい。中止の場合は申込代表者に連絡いたします。

「ヒロシマの旅2020」の参加者を募集します

広島原爆養護ホーム舟入むつみ園にて 原爆ドームの近くで

＜昨年の参加者のようす＞
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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

☆�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/�
@kumikatsu-1083

※�アドレスは毎月変わり
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。

　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19日（火）
◦６月号休刊の場合、答えと当選者は次回発刊号に掲載。

☆�正解者の中から３人
にならコープ商品券
（1,000円分）進呈。

↓
→→

↓

黄

新

色

化

（2019年４月～ 2020年３月累計）
産地見学
（参加人数）

８企画
（164人）

講習会・学習会等
（参加人数）

43企画
（722人）

供給高	 エリア合計13億6,964万円
	 （予算比112.2%・前年比111.4%）
�無店舗事業（支所計）
	 ８億5,075万円
	（予算比111.4％）

�店舗事業（店舗計）
	 ５億1,888万円
	（予算比113.7％）

エリア概況 2020年３月度

2020年４月９日開催
◦�新メンバーで今年度の北エリア方針と北エリア予算
を決定しました。
◦�食育活動“たべる、たいせつ”の北エリアのテーマ
は「コープ商品でおいしく楽しく」です。
◦�「ヒロシマの旅」の北エリア支援について確認しま
した。

答え
４
月
号

上野　展子（奈良市）
陸田　仁美（奈良市）
五藤千津子（生駒市）

当選者桜 応募
94人

コープ七条
店長／池田　信幸

昨年度同様よろしくお願いいたしま
す。2020年度も地域組合員の要望やご利用状況か
ら組合員が利用しやすいお店になるよう努力して
まいります。その第一が新型コロナウイルス対応
です。ただ特別な対応ではなく組合員のくらしが
変わる中、何が組合員にとって一番良いのかみん
なで考え実施することだと考えます。これは普段
のくらしの変化に対応することと基本的には一緒
だと考えています。組合員の声に真摯に向き合い
ながら職員自ら行動できる職員集団を目指します。

コープふれあいセンター六条 
（こころテラス）・組織部
部長／土井　明
コープふれあいセンター六条は、開設から１年
半が経過し、多くの方にご利用いただけるように
なりました。３月からは、新型コロナウイルスの感
染拡大にともない、施設の開放を自粛しています。
利用再開が出来るようになりましたら、みなさん
とともに、いろんな企画を実施していきたいと思
います。今後とも、よろしくお願いいたします。

ディアーズコープいこま
店長／中川　武志
いつもありがとうございます。

「生駒市俵口の地にコープがない
と」「コープがあってやっぱり良かった」「とりあえ
ずコープに行こう！」と、言っていただけるお店、
お買物はもちろん、地域の拠点となれるお店を従業
員一同、元気山盛り頑張っていきます。今
年も盛りだくさんです‼ディ
アーズコープいこまを
よろしくお願いい
たします。

コープ学園前　
店長／森　雄

コープ学園前店長２年目の森で
す。今年も地域のみなさまに、
「コープ学園前があってよかったね」とたくさん
の人に言ってもらえるように、職員一同、日々組
合員さんのくらしに貢献できるように、声に応え

ていきます。毎日笑顔でご来店をお
待ちしております。

事業所長紹介①　みなさん、2020年度もよろしく！

奈良市都祁
地区は南エ
リアです。

コープ七条

学研奈良
登美ヶ丘

学園前

コープふれあいセンター
六条（こころテラス）
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