
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。

説明の後、コーヒーの「おいしい淹れ方」と「テ
キトーな淹れ方」を実演。飲み比べると、その差
は歴然！その後、各テーブルで参加者みんな迷わ
ず「おいしい淹れ
方」で３種類の
コーヒーを淹れ、
スイーツと共に
コーヒータイムを
楽しみました。参
加者の一番人気は
「CO・OPスペシャ
ルマイルドブレン
ド」でした。
参加者には、普
段からコーヒーを
飲んでおられる方
が多く、質疑応答も活発で、楽しいひとときを過
ごしていただけました。また、「飲み比べることで、
値段の違いや好みを理解できた」との声もありま
した。

小川珈琲㈱学習会
～ひと味違うコーヒーを～

桜井東コープ委員会

２月５日（水）コープみみなし研修室で小川珈
琲㈱の学習会をしました。
その年によって作柄や収穫量が異なる農作物で
あるコーヒー豆。変わらない美味しさを届けるた
めに、独自の基準で生豆を選び、焙煎・ブレンド

をしている
小川珈琲㈱
のコーヒー
作りへのこ
だわりをわ
かりやすく

説明していただきました。
そのこだわりの一つが“アフターミックス製
法”。それは、ブレンドする品種ごとに焙煎して
から、小川珈琲独自の配合比にしたがって各品種
をミックスする製法です。CO・OPレギュラー
コーヒーは全てが“アフターミックス製法”との
こと。本来なら手間がかかる分コストも上がるは
ずですが、CO・OPブランドにすることで“自信
の味”が組合員だけのお求めやすい価格で提供さ
れています。

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。

　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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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。

	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

南エリアで活動している、ならコープサークル
を紹介します。

「子育て支援サークル　これからちゃん」

2012年に「子育て支援サークル　これから
ちゃん」を立ち上げました。現在サークル活動メ
ンバー９名で活動しています。活動メンバーは家
で眠っていたおもちゃを持ち寄ったり、年齢に
合ったおもちゃを作ったりしています。参加者が
そのおもちゃで遊ぶことがとても楽しみです。
サークルに参加することで、子どもやお母さんた
ちの輪が広がっていきます。お母さんたちには、
「予約なしで自由に参加できることが仲間に入り
やすい！」と好評です。
毎月約10名の親子が参加しています。
年に３回のイベント「クリスマスのつどい」

「フォークダンス」「体操」などを開催。親子で一
緒に楽しんでいただいています。

活動拠点　�奈良県社会福祉総合センター（橿原市）
４F健康ルーム

活 動 日　�毎月第３木曜日　10：00～12：00
活動内容　�簡単にできる手遊びやふれあい遊び、

読み聞かせなど、親子で一緒に楽しむ
広場を定期的に開催。（０歳から３歳
の子ども対象）自由に参加できます！

あなたの
できること
で、仲間の
輪をひろげ
ませんか。
ご希望の方
は、直接会
場へお越しください。
※現在、新型コロナウイルスの影響で開催を見合
わせております。

●●●　南エリアの “ならコープサークル”紹介～♪　●●●

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、密閉、密集、密接の三密を避けなければなりません。組合員
みなさまの健康と安全を第一に考え、イベントは中止、組合員活動は自粛せざるを得ない事態となってお
ります。今は、一人ひとりが感染しない、感染させない行動をとることが必要です。不要不急の外出は自
粛しましょう。
一日も早く新型コロナウイルスが終息して、安心してみなさまにイベントや組合員活動をご案内できる
日までお待ちいただきますよう、よろしくお願いいたします。
� 南エリア担当理事

南エリアの組合員のみなさまへ

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。

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。

使用済み天ぷら油回収
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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て、被爆の実相や平和の尊さを学ぶ「ヒロシマ
の旅」を開催しています。平和記念公園や原爆資料館、平和記念式典の見学、被爆者から被爆体験
を聞きます。ぜひ、お子さまも一緒にご参加ください。

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
　　　　＜参加費に含まれるもの＞
　　　　京都駅―広島の往復新幹線代、朝食を含む一泊ホテル代、原爆資料館見学料、１日目のバ

ス代
※南エリアでは「平和活動」に取り組んでいます。被爆の歴史を現地で学べる貴重な機会です。一
人でも多くの組合員に参加していただきたいと考え、１組あたり大人１人分（最大２組まで）を
支援します。ご希望の方はお申込みの際に『南エリア支援希望』とご記入ください。（応募多数
の場合は抽選となります）参加後、報告会に参加していただきご報告していただきます。

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
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 
（締切５月29日（金）必着）

広島原爆養護ホーム舟入むつみ園にて

南エリアの組合員と㈱ハートフルコープ
ならの社員からの折り鶴を捧げました
（写真はならコープ職員）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

4

南エリア運営協議会だより

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-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。

☆�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。

2020年４月９日開催
◦�新年度に伴い、エリア運営協議会の目的・役割の確
認をしました。
◦�2019年度南エリアまとめ、2020年度南エリア方
針、活動予算を確認しました。
◦�「CO・OP商品60周年」について説明をしました。
◦�2020年度ヒロシマの旅のエリア支援について確認
しました。

（2019年４月～ 2020年３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７億9,499万円
	 （予算比110.9%・前年比102.3%）
�無店舗事業（支所計）
	 ６億9,450万円
	（予算比110.6％）

�店舗事業（店舗計）
	 １億49万円
	（予算比112.8％）

エリア概況 2020年３月度

答え
４
月
号

梅本千惠子（高取町）
藤井　智子（宇陀市）
前中　陽子（橿原市）

当選者桜 応募
92人

都祁地区

吉野事業所
（株）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

事業所長紹介　みなさん、2020年度もよろしく！

桜井支所　
支所長／寺尾　啓三
今年度より桜井支所の支所

長となりました寺尾と申します。
桜井支所からは、山間エリア、橿原市、桜
井市を担当しています。多くの場所で組合員
さんにお会いし、お役に立てる機会が得られ
ることを嬉しく思います。桜井支所では「少し
の思いやり（お互いに気づける）」が出来る職
員集団を目指しており日々の配達において、さ
まざまなことに対し少しの配慮が出来ること
を目指しています。今年度も「ならコープが
来てくれて良かった！」と言ってもらえること
を願い努力します。よろしくお願いいたします。

↓
→→

↓

黄

新

色

化

高田支所　
支所長／北川　真由美

はじめまして！４月から支所長に着任いたしました北
川です。私は「ありがとう」という言葉を口に出すよう
に心掛けています（まだまだ出来ていない時もあります
が…）。でも一言いうことで相手が微笑んでくれたり、私
自身も幸せな気持ちになれます。高田支所職員も同じよ
うに、感謝の気持ちをもって実際に言葉に出せる、そう
することで前向きに楽しくなれる、そのような支所にな
るようにしていきます。今年一年よろしくお願いします。

コープみみなし　
店長／杉本　遼太
ありがたいことに今年でコー
プみみなし在籍3年目となりま

す。橿原で育ち30年以上となり、育ててもらった
地域のお店で働ける幸せを噛みしめております。
今、社会全体で不安が続く中、生協のお店と
して何が求められているか。安心して買い物が
できる場、ホッとして笑顔になれる場が大切だ
と感じています。組合員さんや地域の方々に今
まで以上に貢献できるよう職員一同邁進してま
いります。今年度もぜひ、コープみみなしをよ
ろしくお願いいたします。
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