
奈良市・生駒市

くみかつひろば　エリア委員会・コープ委員会など北エリアの組合員活動を紹介します。

新型コロナウイルス感染症の収束が見えず、私
たちの活動は、産地・工場見学や試食ができない・
企画の参加人数を半分にする、などの制限が続い
ています。

コープ委員会は毎月１回定例会を開いています
が、メンバーから感染への不安の声があがりまし
た。そこで、コミュニケーションアプリLINEの
グループトークの音声通話機能を使って、定例会
にチャレンジしてみました。

始める前は、メンバー７人全員での話し合いや
時間配分がうまくできるか心配でしたが、委員長
がファシリテーターになり、やってみると上手く
まとまりました！時間は“夜のひと時”（20時～
21時）の予定で、メンバー全員参加できました。

「声」だけでしたが、久しく顔を合わせることが
できなかったメンバーとの交流で、元気な様子や

近況なども知ると同時に、
サクサクとスムーズに会議
が進みました。

定例会のテーマ「コープ
商品を語ろう♪」では、おすすめ商品やおいしい
食べ方などが次々と出され、予定の１時間を過ぎ
てもまだまだ話が弾んでいました。「文字」のや
りとりだけではなく、「会話」することの大切さ
をあらためて気づきました。

新型コロナウイルス感染症が収束し、以前のよ
うな企画（試食をともなう学習会、産地見学）が
できる日が待ち遠しいところですが、今年度は、
オンラインで何か企画できたらいいなぁと思って
います。メンバーそれぞれ家庭の事情がある中、
協力してこれからもよりよいリモート定例会に進
化させていこうと話し合っています。

CO・OP 
大きな果肉のジャムシリーズ
実が大きくゴロゴロしていて美味
しい。

CO・OP＝国産素材＝お肉がおいしい  
水餃子（チキンスープ付）
モチッとしていて美味しく、
調理もしやすい。ぽん酢と
ラー油を垂らしただけでも素
材が美味しいので満足できます。

CO・OPとうふバーグ（ひじき）
夕食のメニューに困った時に
冷凍庫にあると安心。大根お
ろしを添えてぽん酢で。

CO・OPクオリティ 
ラム酒薫るフィアンティーヌ
チョコレート
クオリティ商品の中でも、つい
リピート買いしてしまいます。香りも食感も
よい。

☆生駒北コープ委員会おすすめCO・OP商品を紹介します♪

「リモート定例会」にチャレンジしています 生駒北コープ委員会
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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
ならコープホームページをご覧ください。

所
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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？

受 付：６月７日（月）～６月11日（金）
　　　Webのみ６月13日（日）まで

次回発行は
７月５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。新型コロナウイルスの対応について、ならコープHPもご確認ください。�→

先着
順 お米とご飯の違いを知ろう！

主催　ならやまコープ委員会
東洋ライス㈱の方から、無洗米や玄米に関する

基礎知識・炊飯のポイントについて楽しく学習し
ましょう。
日　時　６月18日（金）10：00 ～ 12：00
場　所　コープ朱雀　会議室
参加費　100 円
定　員（先着）８人　大人のみの参加
申　込　電話のみ３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から

1 小川珈琲㈱オンライン学習会

主催　西大寺コープ委員会
美味しいコーヒーでおなじみの小川珈琲の方と

リモートで、商品のこだわりとコーヒーの淹れ方
を学びましょう！
日　時　６月23日（水）10：00 ～ 12：00
場　所　コープおしくま　組合員集会所
参加費　100 円
定　員（抽選）６人　 

大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持ち物　マスク・飲み物・ハンカチ
※駐車は組合員集会所側から

2  折り紙で夏のガーランドを 
作りましょう♡

主催　大宮コープ委員会
折り紙制作で、コロナ禍でも季節を楽しみま

しょう。かわいいガーランドが出来上がりますよ。
日　時　６月29日（火）10：00 ～ 11：30
場　所　ならコープ本部　１階会議室
参加費　200 円
定　員（抽選）６人　大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持ち物　はさみ・のり・ 

持ち帰り用袋・ 
マスク・飲み物

※駐車場がないため公共交通機関で

3 CO・OP商品学習会 
「コープクオリティ」

主催　大宮コープ委員会
美味しさにこだわった自信作「コープクオリ

ティ」シリーズをご存知ですか？美味しさの秘密
をならコープ職員から聞きましょう。
日　時　７月１日（木）10：00 ～ 11：30
場　所　ならコープ本部　１階会議室
参加費　100 円
定　員（抽選）６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
※駐車場がないため公共交通機関で
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６月５日は「世界環境デー」
と 定 め ら れ、 な ら コ ー プ も
1991年以来、６月の１ヵ月間
を 環 境 月 間 と し て い ま す。
2021年度は、「2030環境ビジョン」の具体化と
ともに、楽しみながら環境問題について考え、行
動する機会を提供します。お楽しみに！

みなさんも環境のことを考える行動をしましょ
う。例えば、「買い物前に冷蔵庫チェック」「すぐ
食べるものは手前取り」「見切り品を上手に活用」

「プラスチック製品の使用を少なくする」「リサイ
クルのルールを守る」「マイボトルを使う」「省エ
ネを心がける」「エシカル消費対応商品を選ぶ」「電
気は“ならコープでんき”にする」などなど。

•６月は環境月間ですよー4 サンスター㈱学習会 
 ～いくつになっても美白美人～

主催　西大寺コープ委員会
CO・OP商品「ささらぎ」をご存知ですか？シ

ミや肌年齢に着目したスキンケアシリーズ。商品
の魅力を学びましょう。
日　時　７月12日（月）10：00 ～ 11：30
場　所　コープおしくま　組合員集会所
参加費　100 円
定　員（抽選）11人　 

大人のみの参加
申　込　電話、Webで３人まで
持ち物　マスク・飲み物・ハンカチ
※駐車は組合員集会所側から

環境について考え、行動する日として開催する
アースデー。「アースデー 2021 in なら～みんな
で考えよう地球のこと～」にあわせて、コープお
しくまでは４月15日から25日までを環境月間と
し、初日に「アースデー 2021 in おしくま」を
開催しました。

店頭に３つのブー
スを設け、フードド
ライブの開催、新聞
紙でエコ袋作り、そ
して奈良市環境部廃
棄物対策課からはごみの分別について出展いただ
きました。環境対策課からは情報提供アプリなど
の紹介があり、楽しみながら行動しました。

当日のフードドライブには、22.8㎏の食品と
８㎏の文房具が寄せられました。また、店内には
食品トレーの回収
ルールをわかりやす
く掲示して、リサイ
クルの啓発活動をし
ました。

10年後、20年後、
私たちのくらしはどうなっているのだろう、これ
からも一人ひとりが地球温暖化や環境問題に関心
を持ち、持続可能なくらしの実現のために何が大
切かをしっかりと考えて行動していきたいと思い
ます。 （おしくま店舗協議会）

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：６/７（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：６/13（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-
kita2106

　　※�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。

ぼく、
環境大使に
なったよ！

「アースデー 2021 in おしくま」を開催しました
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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

　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：６月21日（月）

☆ 正解者の中から３人
にならコープ商品券

（1,000円分）進呈。
（2021年４月）

エリア概況 2021年４月度

　５月６日開催予定の５月度北エリア運営協議会は、

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催を自粛し

ました。今月は協議を中止し、各報告については書面

での確認としました。
↓
→→

↓

真

念

算

玉

☆ 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-202106

　※�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。

答え
５
月
号

鎌倉　仁美（奈良市）
下里　滋美（生駒市）
藤本　文子（奈良市）

当選者端 応募
149人

供給高	 エリア合計13億6,825万円
	 （予算比101%・前年比90.5%）

 無店舗事業（支所計）
	 ９億47万円
	（予算比102.9％）

 店舗事業（店舗計）
	 ４億6,778万円
	（予算比97.5％）

産地見学
（参加人数）

０企画
（０人）

講習会・学習会等
（参加人数）

２企画
（14人）

コープふれあいセンター六条（こころテラス）・組織部
部長／土

ど�い
井　明

あきら
　�

コープふれあいセンター六条は、開設以来２年半の間
に、おしゃべりサロンやこころテラス教室など、地域の
方々にご利用いただけるようになりました。2019年に
はならコープ平和ライブラリーを開設。また、特定非営
利活動法人フードバンク奈良の活動を支援しています。
これからも、地域の方々が主人公となり主体的な活動に
継続して取り組まれるよう支援していきます。2021年
度も、よろしくお願いします。

コープ七条　店長／池
いけ
田
だ
　信
のぶ
幸
ゆき

今年もコープ七条をよろしくお願いいた
します。着任３年目になります。１年目は
ご利用者の幅を広げる品ぞろえ改善に取り
組み、２年目はコロナ禍対応、３年目の今
年は、コロナ禍を経験して学んだ安心して
暮らすことのできる商品提供や環境活動な
ど、組合員さんと共に一つひとつの課題を
着実に取り組めたらと考えています。ぜひ、
みなさんのお力添えをよろしくお願いいた
します。

コープ学園前　店長／中
なか
川
がわ
　武
たけ
志
し

３年ぶりのコープ学園前です。組合員さんからの「帰ってきたん、おかえり」の声を励
みに頑張るしかないのです。改装も控えています。
・ 何事も思いっきりする‼「はなまる」がいただける取り組みをする。組合員さんはもち

ろん、従業員も楽しめる職場にする。
・ 誰も辞めない、辞めたくない、家族、知り合いを“いっしょに働こう”と誘いたくなる職場を目指しま

す。元気山盛り頑張りますのでよろしくお願いいたします。

事業所長紹介②　みなさん、2021年度もよろしく！

奈良市都祁
地区は南エ
リアです。

コープ七条

学研奈良
登美ヶ丘

学園前

コープふれあいセンター
六条（こころテラス）
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