
2020年度　エリアテーマ「学ぼう　伝えよう　ひろげよう」

合員のつどい」ページにアクセスして動画を閲
覧。閲覧後、アンケートに答えると、抽選で
100名に素敵な商品をプレゼント！

４．少人数でCO・OP商品を囲んでのつどい
　�　家族や友人、３人～５人の少人数で、CO・
OP商品と商品情報の詰まった「おしゃべりの
種セット」を使って「組合員のつどい」を開い
てみませんか？詳しくは店舗に設置のチラシを
ご覧ください。

５．組合員のつどいクイズ！に参加
　�　右記二次元コードからアクセスし
てクイズに挑戦！全問正解の方の中
から抽選で100名に素敵な商品をプ
レゼント！
※�詳しくは、あをがき10月号・店舗設置のチラシ・
ならコープホームページをご覧ください。

＜５つの参加のカタチ＞
１．コープ委員会の企画に参加
　�　本誌２ページ、および11月号（２、３ペー
ジ予定）掲載の「組合員のつどい」と表記され
ているコープ委員会主催のCO・OP商品学習会
に、ぜひお申し込みのうえご参加ください。

 ２．オンラインで参加
　�　オンラインでのつどいでは
Zoom（アプリ）を使い、家に居
ながら組合員同士の交流ができま
す。「わたしのおすすめ商品」や生協のことをお
しゃべりしてみませんか？参加後、簡
単なアンケートに答えていただいた
方全員に素敵な商品をプレゼント！

３．ならコープホームページから参加
　�　パソコンやスマホから、ならコープHP「組

　「やっぱりいいね！CO・OP商品 
　　　　　　　　　　～今日も　明日も　あさっても～」
　今年はCO・OP商品60周年！CO・OP商品について、学んでみませんか？

毎年開催している「組合員のつどい」は、組合員や職員みんなの学びの場として、さまざまなテーマで
開催してきました。今年は「新しい生活様式」に合わせて、カタチを変えて開催します。みなさんの生活
スタイルに合う方法で参加してみませんか？

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。

2020年「組合員のつどい」を開催します！

期間は
10月～11月
だよ！

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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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
コープみみなし
偶数月の第 1 土曜日 10:00 〜 13:00
今回：10月３日（土）

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

●月●日（●）
です。

1 組合員のつどい 
CO･OP商品学習会「骨取りさば」

主催　橿原東コープ委員会
「CO･OP骨取りさばのみぞれ煮」でおなじみ
の骨取りシリーズについて学びましょう。２日と
も同じ学習内容です。
日　時　10月28日（水）10：00～ 11：30
　　　　11月�6�日（金）10：00～ 11：30
場　所　TimeFree（レンタルスペース）橿原市

菖蒲町４丁目33-9（駐車２台可）
定　員（抽選）　各日６人　大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで　参加費　100円
持ち物　筆記道具・飲み物・資料持ち帰り用袋・

マスク
※駐車は会場から徒歩約４分の野
口駐車場（明日香村川原165／
１日500円）にもできます。

2 組合員のつどい 
CO･OP商品学習会「アーモンドリーフ」

主催　橿原南コープ委員会
ちょっとリッチな気分になれるご褒美おやつ

「アーモンドリーフ」についての学習会♪この味
を知らないなんてもったいない！
日　時　11月５日（木）10：00～ 11：00
場　所　コープみみなし　２階研修室
参加費　無料
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　筆記道具・マスク
※駐車は北側駐車場（公園側）に。

3 組合員のつどい 
㈱サンギ学習会「オーラルケア」

主催　宇陀コープ委員会
私達の大切な歯！薬用歯みがきのこだわり・歯
ブラシの上手な使い方などクイズタイム盛りだく
さんの楽しい学習会に参加しませんか？
日　時　11月19日（木）10：00～ 12：00
場　所　宇陀市榛原総合センター　研修室（宇陀

市榛原萩原2610-1）近鉄榛原駅より徒
歩約10分

参加費　無料
定　員（抽選）　７人� 　�

大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持ち物　マスク
※車で来場可能です。

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。

コープ委員会のメンバー大募集！
商品の学習会や試食会、産地や工場の見学など

を企画して、みんなで学び、広げる活動をお住まい
の地域で行っています。幅広い年代の方が活躍中！

問合せ　�組織部☎0742-45-7884�
（月～金９：00～ 17：00）

保育付きなので子
育て中の方も安心
して参加できるよ

活動費と交通費が
支給されるよ！

活動する日はメン
バーで自由に決め
ることができるよ

みんなでおしゃべり
して気分すっきり！

※ 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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フードドライブを開催します！

10月は「食品ロス削減月間」です。食品ロス
削減とフードドライブの周知を目的に、ならコー
プでは全店舗でフードドライブを開催します。
フードドライブと
は、家庭で使いきれ
ない食品を持ち寄
り、特定非営利活動
法人フードバンク奈
良を通して必要とさ
れている団体や施設に届けられます。子どもの貧
困問題への取り組みでもあります。南エリアでは
下記店舗で開催します。少しでもいいですよ～。
みなさまのご協力をお待ちしております。

日　時：10月31日（土）10：00～ 16：00
場　所：コープみみなし
<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もの　
②�常温保存ができるもの（米・乾麺・インスタ
ント食品・缶詰・
菓子・レトルト
食品など）
③未開封のもの
④�食品表示のある
もの

問合せ　�組織部☎0742-45-7884� �
（月～金９：00～ 17：00）

  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-

minami2010
　　※ 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。

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。

◦ 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。

＊ 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

問合せ：組織部　
☎0742-45-7884

（月～金９：00～17：00）

新型コロナウイルス 
感染拡大防止のため

活動は、３密（密閉・密集・
密接）を避け、手洗い・手指消
毒、マスク着用、室内の換気を
徹底しておこないます。また、
バス企画（産地・工場見学）、
50人以上の企画、不特定多数
の方が参加する企画、保育を伴
う企画などについては、自粛を
継続しております。なお、調理
を伴う企画については、感染防
止対策を徹底して再開します。
何卒、ご理解、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

ならコープでは、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、組合員のみなさまとならコープ職員
の「安心・安全」を最優先し、「新しい生活様式」
に対応した取り組みをすすめています。
組合員のみなさまにおかれましても、配達商品
の受け取りの際は「マスクの着用」をお願いしま
す。また、店舗へご来店の際は、密を避けるため
に少人数でお越しいただき、マスクの着用と店舗
入り口でアルコールによる手指の消毒をお願いい
たします。
＜職員の感染拡大防止対策＞

• • 南エリアの組合員の� �
� みなさまにご協力のお願い
～新型コロナウイルス感染防止のための� �
� ならコープの取り組みについて～
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漢字二字熟語で　１字　あてクイズ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/@
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。

☆�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：10月20日（火）

2020年９月10日開催
◦�「コープたすけあいの会」の活動を広く知っていた
だくための学習会をしました。
◦�2020年度南エリア上期まとめと下期方針（案）に
ついて協議しました。
◦�2020年度「組合員のつどい」南エリアの取り組み
について提案、確認しました。

日配部門の松下さんが作る“フェルトの料理見
本”がイチオシ。餃子やハンバーガーの見本で、
買い場をかわいく演出してくれています。
写真は、チョコソースが美味しそうなアイスク
リームと、ハンバーガー。夏野菜たっぷりベーコ
ンバーガーは、中の具材がボタンで留めてあるの
で入替もできるんです！「次は何バーガーかなー」

南エリア
フラッシュ

エリア委員・活動推進委
員合同〜わくわく研修〜 
に参加しました

2020年度のエリア委員・活動推進委員合同～
わくわく研修～が実施され、南エリア委員は７月
17日（金）コープなんごう会場に参加しました。
今後もいきいきと
活動していくための
必要な知識を一緒に
学習し、お互いを知
る場となりました。
エリア委員・活動推
進委員の目的・役割、
北・中・南エリアの
特徴や「福祉・子育
て」「くらしの安心・
安全」「環境・エネルギー」「商品」各政策での取
り組みについて学習しました。政策によっては紙
の資料を一切使用せず、スマートフォンを使うな

どの環境に優しい研修も行われました。
今後の南エリアの組合員活動に生かしていけた
らと思います。� �（南エリア委員）

いつも楽しい買い場をありがとうございます！
� （店長　杉本遼太）

南エリア 　み・ん・な の レ シ ピ

※進化しつづけるコープ商品※
〜 簡単　大豆とひじきの煮物 〜

＜材　料＞人参１/２本、油あげ１枚、CO・OP
大豆ドライパック１缶、CO・OPひじきドライ
パック１袋、だし汁200㏄、A{砂糖・みりん・
しょうゆ（大さじ１）}、ごま油適量
＜作り方＞
①�人参と油あげを細切りにする。
②�鍋にごま油を入れて火をつけ、人参、油あげ、
ひじきを炒める。
③�大豆とAを加え、煮汁が少な
くなるまで煮る。

※�ドライパックはそのまま使え
るので、とても便利です。

答え
９
月
号

原田　　忍（御所市）
牧村美根子（大和高田市）
森西　泰子（橿原市）

当選者秋 応募
105人

↓
→→

↓

口

深

葉

花

（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）

１企画
（９人）

供給高	 エリア合計７億3,579万円
	 （予算比118.9%・前年比95.5%）
�無店舗事業（支所計）
	 ６億3,548万円
	（予算比120.4％）

�店舗事業（店舗計）
	 １億31万円
	（予算比110.5％）

エリア概況 2020年７月度

“フェルトの料理見本”でお店を楽しくかわいく演出♪
コープみみなし　日配部門　松下充代さんの巻
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