
2020年度　エリアテーマ「学ぼう　伝えよう　ひろげよう」

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。

“手作りマスク＆CO・OP商品ミニ学習会”
お気に入りのマスクを着けたくて企画しました

高田東コープ委員会

コロナウイルス関連のニュースが毎日報道さ
れ、どこに行くにもマスクを着用しなくてはいけ
ない中、自分のお気に入りのマスクを着けたいと
思い、定例会と学習会を兼ねて“手作りマスク＆
CO・OP商品ミニ学習会”をしました。
高田東コープ委員会メンバーのとっても器用な
方に、準備段
階から作り方
を丁寧に教え
ていただきま
した。他のメ
ンバーは、素
敵な表布をた
くさん持って
きてくれまし
た。初めてでもわかりやすく、とっても可愛いマ
スクができて、参加者からは「簡単なマスクの作
り方を教えてもらい、楽しくできました」の感想
もあり、改めてコープ委員会活動の喜びを実感し
ました。

また、CO・OP商品ミニ学習会では「CO・OP
食塩不使用ミックスナッツ」をサンプルに、商品
について学べる機会となりました。

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。

今年３月～５月にCO・OP商品60周年を記念して“CO・OP商品60周年総選挙2020”
が実施されました。みなさん投票されましたか？全国の生協組合員の総投票数はなんと
966,969票。そして、栄えある全国第１位は48,945票を集めた「CO･OPたまごスープ」
に決定。また、地域別の集計では、きんきエリア（奈良・大阪・京都・滋賀・和歌山）
での第１位は「CO・OPミックスキャロット」。ならコープ単独の第１位も「CO・OPミッ
クスキャロット」でした。ならコープのホームページから全国の総合順位や地域別の順
位をご覧いただけます。地域性もあって面白いかもしれません。
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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
次回：12月５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 寄せ植え講習会�
和風・洋風どちらか選べます

主催　五條コープ委員会　
みんなで寄せ植えをして、新しい年を明るく迎
えたいと思いませんか。広いハウスの中で、ゆっ
たりと楽しみましょう！
日　時　12月５日（土）10：00～ 11：00
場　所　五條園芸　五條市黒駒町670（駐車可）
参加費　1,800円
定　員（抽選）　30人　子ども同伴可
申　込　電話、Webで３人まで
持　物　手袋・マスク
※申込時に希望作品①和風か②洋風かをお伝えく
ださい。当日鉢（直径23㎝ぐらい）を持参の
場合は、参加費200円引きになります。

2 干支の箸置きを�
一緒に作りませんか

主催　橿原北コープ委員会　
今年も干支（丑年）の箸置きを自分で作って新
年を迎えませんか？作製後は楽しいお茶会が待っ
ています。
日　時　12月９日（水）10：00～ 12：00
場　所　コープみみなし　２階研修室
参加費　100円
定　員（抽選）　20人　大人�

のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持　物　はさみ・筆記用具・飲み物・マスク
※駐車は北側駐車場（公園側）にお願いします。

  申込：11/９（月）～13（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：11/15（日）23：59まで
　　 https://form.run/@kumikatsu-

minami2011
　　※ 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。

※�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。

受 付：11月９日（月）～11月13日（金）
　　　 Webのみ11月15日（日）まで

次回発行は
11月30日（月）
です。
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受付
中

�あすなら友の会・南エリア共催　�
福祉出前学習会「老いても、安心して
暮らし続けるために」

介護が必要になったとき、大丈夫かな？とって
も心配。私にはまだ早いけど親のことも考えなけ
ればいけないし…。介護保険制度など、いろんな
ことが分からない…。これからの医療と介護につ
いて一緒に学習しませんか？
日　時　12月11日（金）　10：00～ 11：45
場　所　当麻文化会館　大研修室�

（葛城市竹内256-９）
内　容・講　師
「これからの医療と介護　国の施策は？」
� 社会福祉法人協同福祉会　村城正理事長
「葛城市のたすけあう街づくり・地域づくり」
� 葛城市長寿福祉課地域包括支援センター　職員
� 葛城市社会福祉協議会　職員
定　員（先着）　30人　　参加費　無料
締　切　12月５日（土）
申　込　あすなら苑内　あすなら友の会事務局�

☎0743-57-1165�
（月～金９：00～ 18：00)

＜南エリアからのお知らせ＞

•　2020年「たかだ未来市」開催！　•
「たかだ未来づくりの会」は、たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウス）が地域の拠点となる
ように取り組みをすすめています。今回、新型コロナウイルス感染拡大防止策を徹底したうえで2020年
「たかだ未来市」を開催します。みなさん、ぜひ、ならっぴハウスへ！
日　時　11月28日（土）10：00～ 12：00
場　所　たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウス）�

（大和高田市曽大根174）
～～～内容～～～

①�コープあったか便移動店舗＆あおぞら市（新鮮な野菜が並び
ます）
②�リサイクルバザー／フリーマーケット�／フードドライブ／�
バドミントンなど、他にも予定しています！
※雨天や新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、②は�
中止します。①は開催します。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスク着用でお越し
いただき、受付ブースにて消毒・検温、氏名・住所・連絡先等
の記入にご協力ください。
※体温が37.5度以上の場合や咳・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。
問合せ　組織部☎0742-45-7884（月～金９：00～ 17：00） 昨年の「たかだ未来市」のようす

2020年度「組合員のつどい」開催中！
やっぱりいいね！CO・OP商品
� 〜今日も　明日も　あさっても〜
「組合員のつどい」は、組合員や職員みんなの
学びの場として開催しています。今年は、「新し
い生活様式」に合わせて、ひとりでも参加できる
「組合員のつどい」があります。ぜひ、ご参加く
ださい！
①�ならコープホームページ「組合員の
つどい」を検索もしくは右記２次元
バーコードからアクセス。　
②�CO・OP商品の動画を閲覧。　　　　　　　　
③�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♪
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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-202011

　※�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：11月16日（月）

2020年10月８日開催
◦�南エリア方針上期まとめと下期方針を協議、確認し
ました。
◦�南エリア「サークル支援」制度について確認しました。
◦�「組合員のつどい」について、南エリアの取り組み
を紹介し参加を呼びかけました。

植村さんは、毎週、火曜日と水
曜日に受取ハウス（無店舗事業注文
商品の受取り）の準備と集会室の受
付業務や清掃作業をしています。
今では、たかだ未来づくりステー
ションの“顔”です。受取ハウスに来られる組合
員さんは、植村さんを見てほっとされています。

南エリア
フラッシュ

福祉学習会で
福祉について学びました

９月10日（木）南エリア委員を対象にあすなら
友の会の方を講師に、福祉学習会を行いました。
「社会福祉法人　協同福祉会　あすなら苑」は、
ならコープ組合員が高齢者福祉を学ぶ中で５年�
の募金運動を経て
1999年に生まれた
特別養護老人ホーム
です。現在、協同福
祉会の福祉施設は県
内に21ヵ所。地域
福祉の拠点としてさ
まざまなサービスが
展開されています。
あすなら苑が、な
らコープ組合員の想いが込められた募金によって
作られたことを知りました。また、人と人が関わ

り合い幸せに暮らすことの大切さを感じました。
これからも福祉について学びながら、南エリア
の組合員に情報を発信していきたいと思います。
� （南エリア委員）

同ステーションの受取ハウスの利用は、火曜日
11時～ 19時・水曜日15時～ 19時。他に、コー
プあったか便移動店舗による販売、コープなんご
うへのお買物バスの発着、集会室もあります。ぜ
ひ、ご利用ください。� （組織部　有馬大輔）
問合せ：組織部☎0742-45-7884
　　　　（月～金９：00～ 17：00）

南エリア 　み・ん・な の レ シ ピ

※進化しつづけるコープ商品※
～�たまごスープの天津炒飯�～

＜材　料＞炒飯１人分、卵１個、CO･OPたま
ごスープ１個、CO･OP顆粒片栗粉とろみちゃ
ん適量、熱湯160cc
＜作り方＞
①�卵を溶き丸く焼いて、炒飯にの
せて天津炒飯を作る。
②�ボウルにたまごスープを入れて
熱湯をそそぎ溶かす。
③�②に、とろみちゃんを入れて
混ぜ、とろみがついたら①に
かけて出来上がり。

答え
10
月
号

髙木智栄子（橿原市）
西岡紀代子（桜井市）
野瀬　明音（下市町）

当選者紅 応募
95人

組合員さんもほっとするステーションの“顔”に会いにきてください
たかだ未来づくりステーションスタッフ　植村和子さんの巻

↓
→→

↓

白

金

杏

河

（2020年４月～９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）

９企画
（122人）

供給高	 エリア合計８億4,149万円
	 （予算比111.6%・前年比105.1%）
�無店舗事業（支所計）
	 ７億5,222万円
	（予算比112.9％）

�店舗事業（店舗計）
	 8,927万円
	（予算比101.1％）

エリア概況 2020年９月度
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