
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。

“予期せぬ災害時に備えて”
メンバーで防災グッズについて考えました

桜井東コープ委員会

防災月間の９月に、私達、桜井東コープ委員会
メンバーはオンラインで「災害時の備え」につい
て考えました。
【災害により自宅が停電になり、断水。復旧ま
での３日間を要することになった場合、自宅で避
難生活を送るための防災グッズは何が必要か？家
族４人（内、未就学児２人）が、その間不安なく
過ごすことができるための最低限の防災グッズを
選び、事前に準備するための参考になるように…】
と想定して話し合いました。

９月４回の無店舗（共同購入・こまどり便・受
取ハウス）の商品案内カタログに「防災グッズ特
集ページ」（次回１月４回・３月３回掲載予定）が
あり、そこには食品・衛生用品・日用品・懐中電灯、
非常用トイレ、レインコートなどが紹介され、い
ずれも準備しておくと助かるものばかりでした。
災害の多い昨今、育児や介護、コロナによるス
テイホームなどで外出しづらい事情を抱えていま
す。自宅にいながら生協の共同購入・こまどり便
で揃えることができるという利点を組合員のみな
さんに知っていただきたいと思いました。いつ来
るかわからない災害に備えて準備をしていきま
しょう。

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。

ならコープのマークのついた商品があることをご存知ですか？「特選こいくちしょうゆ」
や「生協牛乳」「白菜キムチ」など、これらはならコープのプライベートブランド商品です。
ならコープでは、組合員の想いを叶えるため、組合員が参加して添加物や原料などの学習
やメーカーとの話し合いを重ね、ならコープ独自の商品開発をすす
めていた時期があり、250品目を超える商品を開発しました。現在
は、コープきんきに商品を統合したことで品目数も少なくなりまし
たが、大切に守っていきたい商品です。

＜イメージ＞
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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：12月５日（土）　次回：2021年2月６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。

※�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。

1 きのこでおなじみ�
ホクト㈱学習会

主催　宇陀コープ委員会　
菌のお話や栄養など、こだわりいっぱいのきの
こについて学習しませんか!!きのこのもぎとり体
験（持ち帰り）もあります。
日　時　１月28日（木）10：00～ 12：00
場　所　宇陀市榛原総合センター　調理室（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　物　マスク
※車で来場可能です。

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」　　　　

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
「これからの医療と介護　国の政策は？」
�講師：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」
講師：葛城市　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）

受 付：12月７日（月）～12月11日（金）
　　　 Webのみ12月13日（日）まで

次回発行は
１月11日（月）
です。

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：12/７（月）～11（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：12/13（日）23：59まで
　　�https://form.run/@-
minami2012

　　※�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。

＜きのこ４品セット＞
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1989年、生活協同組合の理念のもと、組合員
どうしが「困ったときはお互いさま」との思いで、
家事援助などを
通じて、安心し
てくらせる地域
づくりを目標に
発足しました。
昨年で発足
30年。事業ではなく、組合員活動として年会費・
募金・賛助会費で運営しています。多くの先輩た
ちの努力と会を支えてくださる方たちのお陰で、

2011年「奈良県介護大賞」
の栄誉ある表彰を受け、とて
もはげみになりました。
活動は有償ですが、人生の
先輩と後輩が活動を通して、
お互いにみとめあう交流も生
まれ、信頼されています。子
育て世代や産前、産後の家事

援助にも活動を広げています。利用会員のニーズ
に答えるためには、活動会員を増やすことが必要
です。車イス介助の研修会や調理実習など活動会
員どうしの交流をはかり、活動に役立つ研修会や
学習会を開催してお互いに高めあえるように努め
ています。
「コープたすけ
あいの会」は、活
動会員が「できる
ときに、できるこ
と」で参加・協力
する組合員活動です。ひとりでも多くの方に会員
登録していただきたいと思っております。ご興味
のある方、ぜひ、下記までご連絡お願いします。
� コープたすけあいの会　田居頼子
問合せ　�組織部内�コープたすけあいの会事務局�

☎0742-35-1183�
（月～金９：00～17：00）

　　　　活動の詳細はこちらから→

　☆コープみみなしは、� �
　　　　　来年生まれ変わります！☆
ならコープ第１
号店で、南エリア
唯一の店舗「コー
プみみなし」の改
装準備がはじまり
ました。2021年
２月のリニューア
ルオープンに向
け、10月９日（金）・
10（土）「コープ
みみなし改装キックオフ大会」を開催。改装に携
わる関係者やコープみみなし職員など、２日間で
132人の参加者で意思統一しました。店舗職員の

改装に向けての強い意気込みと
決意、そして熱意を感じました。
子育て層にも優しく、ご家庭で
の楽しい食卓を提案できること
を目指して、組合員の声を聞き
ながらすすめられています。ご
期待くださいね♪

～年末年始の 
　　営業時間と 
　　　配達のお知らせ～

＜店舗＞
12月31日（木）９：00～ 19：00
１月１日（金）～１月３日（日）
　全店休業とさせていただきます。
１月４日（月）より通常営業
※�１月のならっぴカードチャージデー「な
らっぴの日」は１月４日（月）～１月７日
（木）です。
※ならコープ�with�ローソン真美ケ丘店は年
中無休で営業します。
※コープあったか便移動店舗は年末12月28
日（月）まで、年始は１月５日（火）から
営業します。

＜共同購入・こまどり便・受取ハウス・夕食宅配＞
１月６日（水）より通常配達および受取開始

お知
らせ

組合員どうしのたすけあい活動 
「コープたすけあいの会」をご存じでしょうか
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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-202012

　※�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：12月15日（火）

2020年11月12日開催
◦�来年開設予定の下市事業所の現状報告をおこないま
した。
◦�来年のコープみみなし改装に向け、進捗状況を確認
しました。
◦�「2020年度組合員のつどい」について、意見や感
想を出し合いました。

上岡知樹さん（写真
右）、熊田淳太さん（写
真左）は、昨年度まで、
地域担当チーフとして配
達コースを持ちながらグ
ループをまとめる役割を担っていました。２人は
今年４月から、エリアマネジャーとなり、支所を

南エリア
フラッシュ

第１回南エリア活動交流会
平和について学びました

９月28日(月）今年度はじめての活動交流会と
して、｢ヒロシマの旅」と「ならコープ�with�ユ
ニセフの会」を学習しました。生協はなぜ「平和」
に取り組むのか？毎年８月に「ヒロシマの旅」で
現地に赴く意義、NPT(核兵器不拡散条約)�再検
討会議に生協代表
団を送ることの意
味を聞きました。
また、開発途上国
や紛争地の子ども
と女性を支援する
ためのユニセフの活動と募金についても学びまし
た。私たちが今平和のためにできることは、「参
加すること」「聴いたことを伝えること」そして
「募金をすること」です。一人ひとりのこうした
活動が平和につながります。

学習会後には、ヒロシマへ送るためにコープ委
員のみなさんに折っていただいた“折り鶴”への
お礼とエリア委員の思いをお伝えしました。
コロナ禍ですが、また、みなさんと顔を合わせ
て学習したいと思います。� (南エリア委員）

引っ張ってくれています。また、グループには新
人の地域担当がおり、一人立ちまで二人三脚で成
長を見守ります。エリアマネジャーは配達グルー
プの長ですが、配達現場を支える縁の下の力持ち。
支所を支える管理者として責任が重いものです。
地域担当者同様、支所を支える２人をこれからも
よろしくお願いします！� （支所長　寺尾啓三）

答え
11
月
号

岡本　仁美（葛城市）
紙森　悦子（吉野町）
山中　和子（橿原市）

当選者銀 応募
101人

桜井支所の新しいエリアマネジャーを紹介します！
桜井支所の巻

（2020年４月～ 10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）

13企画
（153人）

供給高	 エリア合計８億4,042万円
	 （予算比109.4%・前年比107.7%）
�無店舗事業（支所計）
	 ７億4,714万円
	（予算比112.2％）

�店舗事業（店舗計）
	 9,327万円
	（予算比91％）

エリア概況 2020年10月度

南エリア 　み・ん・な の レ シ ピ

※進化しつづけるコープ商品※
～�ねぎと生姜のスープであんかけ卵焼き�～
＜材　料＞
卵３個、CO・OPねぎと生姜のスープ１個、熱
湯150㏄、片栗粉大さじ２／３、水10㏄
＜作り方＞
①�卵焼きを作り、皿にのせておく。
②�鍋にスープを入れて熱湯をそそ
ぎ溶かす。
③�片栗粉に水を加えて溶かす。
④�②に、③を回し入れて火をつけて沸騰させる。
⑤�①にかけて出来上がり。

↓
→→

↓
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