
奈良市・生駒市

CO・OP商品の“こだわり”を知って、ますます大好きになりました‼
2020年度　エリアテーマ「知って　知らせて　つながって」

認証」マーク付商品を利用することで、持続可能
な農業の農園を支援します。チョコレート原料の
カカオ豆のほと
んどはアフリカ
産。カカオ農園
では児童労働が
問題視されるこ
とがあり、児童労働がないことも持続可能な農業
には重要事項です。
こだわり４ 　食品添加物なども日本生協連の基
準に基づいたものです。基準を満たさない場合は、
たとえ有名メーカーの人気商品（CO・OP商品以
外）でもコープの店舗やカタログでは扱いません。
こだわり５ 　製造工場を定期点検。製造工程、
原料の入手先・保管・管理を細かくチェック！原
材料の製造工場や産地も必要に応じてチェック
し、商品によっては、原材料を産地指定すること
もあると聞いて、驚きました。
組合員の想いやこだわりがたくさん込められた

安心安全なCO・OP商品。参加したコープ委員か
ら「CO・OP商品がますます好きになった」との
感想がたくさん寄せられました。「組合員のつどい」
では、コープ委員会がCO・OP商品学習会を開催
します。P.2・３をご覧ください。�（北エリア委員）

～７/16（木）の北エリア活動交流会より～
今年はCO・OP商品が生まれて60周年。「CO・

OP商品について知ろう」をテーマに、コープき
んきとならコープの商品部職員を講師に学習会を
開催しました。講師の“チョコレートおじさん”
こと西岡さん
は、消費が伸び
続ける「ハイカ
カオチョコレー
ト」に焦点をあ
て、「CO・OPカカオ70％チョコレート」を手に、
CO・OP商品の安心安全、こだわりについて説明。
西岡さん曰く、包材からCO・OP商品のこだわり
がわかるそうです。
こだわり１ 　パッケージ
デザインはシンプルに。必
要な情報へ目が行きやすく
するための工夫です。
こだわり２ 　裏面にある電話番号や二次元コー
ドは単なる苦情窓口ではありません。ここへ寄せ
られる組合員の声は商品の改良や新規開発に活か
されます。製造の責任も販売者のコープにあるの
で、「日本生協連の連絡先」が書かれています。
こだわり３ 　「レインフォレスト・アライアンス

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。

生協で取り組む募金活動の中に、購入することで募金につながる商品があることをご存知ですか？
その一つ「CO・OP×レッドカップキャンペーン」（今年は10/ １～ 11/10実施）は、
対象商品＊を１点購入すると１円が国連WFP協会に寄付され、途上国の学校給食
支援に使われます。セフター、コアノンロール、応援食クッキーなども募金につな
がる商品です。「誰かの笑顔につながるお買い物」って素敵ですね。
＊コープヌードル（しょうゆ・白ごま坦々麺・野菜タンメン・カレー・シーフード・きつねうどん・小海老
天そば）、CO・OPミニうどんミニきざみきつね、CO・OPミニヌードルミニしょうゆ味、コーンクリームスー
プカップ、粒入りコーンスープカップ、ポタージュスープカップ、CO・OPスープバラエティパック
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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
コープ朱雀　10月 5 日（月）10：00〜12：00
全　店　舗　10月31日（土）10：00〜16：00

所
在
地
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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？

1 組合員のつどい�
㈱椿き家学習会

主催　大宮コープ委員会
｢ならコープ国産かたぁ～い絹｣ でおなじみの

椿き家の方に国産大豆やにがりについてのこだわ
りをうかがいましょう。
日　時　10月27日（火）10：00～ 11：00
場　所　ならコープ本部　１階会議室
参加費　100円
定　員（抽選）　９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・飲み物・� �

マスク
※駐車場がないため公共交通機関をご利用ください。

2 ㈱エフピコによる�
リサイクル学習会

主催　生駒東コープ委員会
７月よりレジ袋有料化となりプラスチックごみ

の削減はできているのか？プラごみ問題の現状に
ついて、食品トレー・ペットボトルリサイクルの
最新技術をお持ちのエフピコの方から学びます。
日　時　10月28日（水）10：00～ 11：30
場　所　Ｄコープいこま　３階集会室Ｂ
参加費　無料　
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
※駐車は店舗屋上駐車場（東側）から。

3 組合員のつどい�
フローベルのパンの学習会

主催　ならやまコープ委員会
「CO･OP熟仕込食パン」でおなじみの巽製粉
㈱フローベル事業部の方に、パンの原料や商品に
ついて学びましょう。
日　時　11月12日（木）10：00～ 12：00
場　所　コープ朱雀　会議室
参加費　200円　　
定　員（抽選）　５人　大人のみの参加
申　込　電話、Webで２人まで
持ち物　筆記用具・マスク・飲み物
※駐車は朱雀こども園側（南側）から。なるべく
乗り合わせでお願いします。

4 組合員のつどい�
CO･OP商品学習会「アーモンドリーフ」

主催　西大寺コープ委員会
コープクオリティ ｢アーモンドリーフ｣ のこだ

わりについて学びませんか？ 20年以上愛される
ロングセラーの秘密とは?!
日　時　11月13日（金）10：00～ 11：30
場　所　コープおしくま　組合員集会所
参加費　200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
※駐車は組合員集会所側から。

受 付：10月12日（月）～10月16日（金）
　　　 Webのみ10月18日（日）まで

次回発行は
11月２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。
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5 組合員のつどい�
CO･OP商品学習会（ナッツ・チョコ）

主催　生駒西コープ委員会　
「エシカル」な商品を選ぶのは未来へ続く世界
のため。今回は食塩不使用ミックスナッツやハイ
カカオタイプのチョコレートについて学びます。
日　時　11月16日（月）10：00～ 12：00
場　所　Dコープいこま　３階集会室Ａ・Ｂ
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
※駐車は店舗屋上駐車場奥
（東側）から。

みなさん！この秋は 
「組合員のつどい」に参加しましょう♪

＜参加の方法＞
①�エリアニュース10月号・11月号に掲載のコー
プ委員会主催のCO・OP商品学習会に参加

②�店舗で ｢おしゃべりの種｣ セットを受け取り
少人数でおしゃべりする♪（期間限定、先着順）

③�ご自宅からひとりでも参加できる「組合員の
つどい」にチャレンジする

　今年はCO・OP商品60周年。どの方法でも
CO・OP商品の魅力を再発見できるように、な
らコープが総力挙げて企画しました。
　詳しくは、あをがき10月号・ならコープホー
ムページ・店舗設置の「組合員のつどいチラシ
（兼申込書）」をご覧ください。

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：10/12（月）～16（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：10/18（日）23：59まで
　　�https：//form.run/@kumikatsu-
kita2010

　　※�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。

◆店舗のお買い物サポート� �
� “コープあったか便”を紹介◆
～組合員さんの“知りたい”に応えて～
コープあったか便

は、「お店まで行けな
い」「たくさん買いた
いけど持ちきれない」などの声を受け、お買上げ
商品の配達や買物代行（ご自宅から注文）をおこ
なうサービスです。全店舗で実施していますので、
ぜひ、ご利用ください。
＜買物代行＞
電話・FAXなどで注文いた

だいた商品を職員が選び、専
用ボックスに入れてご自宅ま
でお届け。商品代金および利用手数料はお届け時
にお支払い。ご利用には、店舗で事前登録が必要
です。
受付：10：00～12：00／配達：13：00～19：00
＜お買上商品の配達＞
お店で購入した商品をその日のうちにご自宅ま

でお届け。レジ精算時にお申し込みください。
受付：９：00～17：00／配達：13：00～19：00
※どちらも配達エリアは店舗より概ね５㎞圏内。
詳しくは、最寄りの店舗へお問い合わせを。

※お買上金額税込み5,000円以上、いこいこシニ
ア会員は税込み1,000円以上で利用手数料無料。

組合員のみなさまへ� �
ご利用ありがとうございます。ここ数ヵ月コロ
ナ禍でご利用が増えて、配達が混み合っていま
す。ご自宅に確実にお届けするために、受付終
了時間を早めることがあります。ご理解ご協力
よろしくお願いいたします。�（あったか便担当）
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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

　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20日（火）

☆�正解者の中から３人
にならコープ商品券
（1,000円分）進呈。

（2020年４月～８月累計）
産地見学
（参加人数）

０企画
（０人）

講習会・学習会等
（参加人数）

４企画
（52人）

供給高	 エリア合計13億1,972万円
	 （予算比116.2%・前年比107.7%）
�無店舗事業（支所計）
	 ７億8,790万円
	（予算比121.4％）

�店舗事業（店舗計）
	 ５億3,181万円
	（予算比109.3％）

エリア概況 2020年８月度

2020年９月10日開催
◦�北エリアの上期まとめ案を確認しました。
◦�コロナ禍でできる“生協らしい取り組み”について
エリア委員会から報告がありました。

◦�より多くの組合員が「組合員のつどい」に参加でき
るよう広報について協議しました。

答え
９
月
号

原　　和子（奈良市）
福田　迪子（生駒市）
頼田由美子（奈良市）

当選者秋 応募
115人

コープ七条
共済プラザ　東田裕美さんの巻

ていきたいと活動しています。表紙に掲載の「北
エリア活動交流会」は、北エリア委員会主催で実
施したコープ委
員対象の学習会
の報告です。２
ページにはコー
プ委員会主催企
画のお知らせがありますので、ぜひ、参加してみ
てください。
“くみかつ”は、ならコープの組合員ならどな
たでも参加出来ます。「もっと知りたい！」「はじ
めてみたい！」と思った方は、ぜひ、組織部まで
お問い合わせください。� （北エリア委員）
問合せ：�組織部☎0742-45-7884�

（月～金９：00～ 17：00）

“くみかつ”＝“組合員活動”のことです。「委員
会で活動する」「商品学習会やくらしの講演会に
参加する」「募金活動、環境測定に参加する」な

どいろいろあります
が、これらを“くみ
かつ”と呼びます。
お住まいの地域で

活動する「コープ委
員会」、北エリアで

広く活動する「エリア委員会」。どちらの委員会
も楽しく学び、知ったことを多くの組合員に伝え

共済プラザを今年度から設置
しました。スタートした４月は
新型コロナウイルス感染拡大と
なり設置のお知らせが出来ず、
「幸先よく」とはいきませんで
した。プラザ担当は現在東田さん１人で孤軍奮闘
しています。８月に入ってからは、少しずつプラ
ザにお立ち寄りいただく組合員が増え、困りごと
や保障の備えについての相談が増えています。今
後はさまざまな相談に応えられるように努力して
まいります。� （店長　池田信幸）

北エリア
フラッシュ

“くみかつ”はじめませんか？
～商品を利用するだけでは
もったいない～

県立西の京高校

公園

国立奈良
医療センター

新奈良県
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
の
京
駅

交番
大池

酒屋

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

コープ七条

▲

▲

▲

大和中央道

第2阪
奈道
路

コープ七条

↓
→→

↓

口

深

葉

花

〒630-8054　奈良市七条西町２丁目1100
・ 近鉄西ノ京駅より奈良県総合医療センター行きバスで六条

山バス停下車徒歩２分

☆�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-202010

　※�アドレスは毎号変わ
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。
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