
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。

オレンジングパワー学習会とオンライン学
習会を開催しました　

たかだ未来づくりの会

たかだ未来づくりステーション（ならっぴハウ
ス）は、元コープたかだ第２駐車場に設置され、
組合員や地域のみなさんのお買い物支援や組合員
活動の拠点としてご利用いただいています。この
ならっぴハウスをもっと多くの方にご利用いただ
きたいと、組合員による「たかだ未来づくりの会」
を結成し、定期的に話し合いの場を持っています。

その中で「ならっぴハウスで学習会を開いて、
多くの方にいろいろなことをお伝えしたいね！」
という声が出され、まずはメンバーが「学んでみ
よう！」ということになりました。そこで、メン
バーの気になる商品のひとつ「オレンジングパ
ワー」の学習会と、コロナ禍で集まることが心配
なため、自宅にいても学んで交流できる「オンラ
イン」の学習会を企画。４月16日（金）に開催
し12人が参加しました。

•オレンジングパワー学習会
家のお掃除、お手入れの強い味方である「オレ

ンジングパワー泡スプレー」を扱うトップ産業㈱
の方を講
師に、学
習会をお
こないま
した。最
初に商品

紹介。「オレンジングパワー泡スプレー」のパワー
の源は、オレンジの皮から抽出されるリモネンとい
うオレンジオイル。このリモネンの原液に発泡ス
チロールを入れるとすぐに溶けるという実験や、汚
れた換気扇を使って他社製品との汚れ落ち具合の

比較にメンバーの視線は釘付けでした。
また、（原液の）パワーの強さから特殊な容器

を使用していることや１本に20 〜 25個のオレ
ンジを使っていること、油汚れ
に強いのにナチュラルな原料を
使っているため手肌にマイルド
であることが説明されました。
メンバーから「調理の後キッチ
ンが油ギトギトなので使いた
い」「実演があってわかりやすかった！」などの
感想がありました。

•オンラインの学習会でZoomの使い方を学ぶ
遠距離でもコミュニケーションが取れるアプリ

Zoomを使って学習会を実施する方法を教わり
ました。パソコンやスマートフォンにアプリをイ
ンストー
ルする方
法、学習
会への参
加 の 仕
方、操作
方法などを学びました。実際に離れた場所にいる
方とオンラインでつなぎ、コミュニケーションの
取り方も見ることができました。

メンバーからは「音の出し方」「ビデオ（映像）
の消し方」「背景の変更について」などの質問が
出されました。操作は意外に簡単で、パソコンや
スマートフォン、タブレットなどの扱いが苦手な
方にも、ぜひチャレンジしていただけたら…と感
じた時間となりました。

たかだ未来づくりの会では、今回の学習会の経
験をいかして、今後も、地域の拠点となる取り組
みをすすめていきます。

エリアの組合員活動情報誌　No.122

2021

６

南　2021. ６ 1



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：６月５日（土）　次回：８月７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　☎0742-45-7884（組織部） 

  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
	ならコープ下市ステーション　☎0747-68-9652	

  吉野郡下市町下市100　近鉄下市口駅から徒歩約20分

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。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。�→

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-
minami2106

　　※�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。

1 大山乳業農業協同組合による 
学習会

主催　宇陀コープ委員会
鳥取県内すべての酪農家がひとつの組織となっ

た酪農専門農協の方から、安心安全なおいしい牛
乳や、乳製品について学習します。ぜひ参加しま
せんか。
日　時　７月１日（木）10：00 〜 12：00
場　所  宇陀市榛原総合センター
参加費　無料
定　員（抽選）８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
※車で来場可

フードドライブを開催します

６月14日（月）コープみみなし
10：00 〜 12：00
６月16日（水）たかだ未来づくりステーション
14：00 〜 18：00
＜お預かりできる品＞
・ 食品… 賞味期限が１ヵ月以上残っているも

の／常温保存ができるもの／未開封
のもの／食品表示のあるもの

・ 文房具… 子どもの学習用で新品未使用のもの
問合せ　組織部　☎0742-45-7884
　　　　（月〜金９：00 〜 17：00）
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６月は環境月間です。2020年９月にならコープは「2030環境ビジョ
ン」を策定し、持続可能な社会を実現するために2030年に向けた行動
を開始しています。

南エリアの組合員のみなさんからは、「環境問題、大切ですね！」「プ
ラスチックの問題、気になります」「フードドライブに興味があります」
など多くの声をいただいており、環境問題への関心の高さが感じられま
す。今回は「ならコープの2030環境ビジョン」をもう一度みなさんに
お知らせしたいと思います。二次元コードから、ビジョンの全容を見る
ことができます。この未来への約束を実現するために、み
なさんも環境のことを考える行動を実践していきましょ
う！例えば、「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」など。

もっと知りたい！コープみみなし♡
〜“傘のしずくとり”を設置しました〜
コープみみなしでは、奈良の豊かな自然を未来

へ残す取り組みのひとつとして、電気もプラス
チックの傘袋も使わない“傘のしずくとり”を導
入しました。これは傘袋に使用するプラスチック
の削減に貢献できるのですが、「使用方法がわか
らない」「だれか説明してく
れるの？」などの声がありま
す。そこで、今回は“傘のし
ずくとり”の使い方を説明し
ます！①傘のしずくとりの右
端から濡れた傘を差し込みま
す。②右から左の方向へ、傘
を　“バサバサ”　と、しずくとりの吸水繊維にこ
すりつけながら移動させます。③傘を左側から抜
き取って完了！

梅雨の季節、ぜひ、ご活用くださいね！

地域の拠点「ならコープ下市ステーション」

下市ステーションは、下市町、黒滝村、天川村
への共同購入やこまどり便の配達と夕食宅配の配
達拠点、受取ハウスに、アンテナショップとして
商品も販売しています。また、コープあったか便
移動店舗が、毎週水曜日11時～12時　ステーショ
ンの駐車場に来ます！ぜひ、ご利用ください！

組合員だけでなく、地域のみなさんの集まるこ

とのできる場所
です。カフェス
ペースもあるの
で気軽にお立ち
寄りください。

地域の拠点、
地域のみなさん
になくてはなら
ない場所としてご活用ください。

「コープあったか便移動店舗」を見かけたら、
ぜひご利用ください  vol. ４

大好評の移動店舗の時刻表をご案内します。今
回は木曜日コース（東吉野村）です。
「お買い物に行きたいけど、遠くまで行けな

い！」「共同購入だけでは、ちょっと足りない」「商
品を見て買いたい」「新鮮な野菜やお魚がほしい」
など、 日々のお買い物にお困りのみなさんの要望
に応えるため、生鮮食品を含めた約600品目を揃
えて 「コープあったか便移動店舗」が県内を運行
しています。 お店から出発して、みなさんのお近
くに伺います！どうぞご利用くださいね。

1 東吉野村役場前 11：30 〜 13：20

2 東吉野南都銀行横 13：25 〜 14：20

3 東吉野下小栗栖264番地付近 14：30 〜 14：50

4 中黒公民館前 15：20 〜 15：50

5 小川　ミヨゴ自動車 16：00 〜 16：20

～南エリア組合員の　"知りたい"　に応えて～

コープあったか便移動店舗
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4

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

エリア組合員活動状況

うちの

イチオシ

☆ 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-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。

☆ 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年度５月６日開催予定の南エリア運営協議会

は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、開催を自粛

しました。参加者には書面にて、エリアの取り組みに

ついて確認をおこない、意見をいただきました。

ニュース」で紹介して
います。配達地域のみ
なさん、ぜひ作ってみ
てください♪

今回は社員21人を
代表して、リーダー 3
人を紹介しました（写
真）。これからもよろ
しくお願いします！
（支所長　北川真由美）

配達業務を委託
している日本エコ
ロジック（NEL）は、
主に橿原市西部・
御所市・五條市・
十津川村・野迫川
村を配達していま
す。

NELで は、“ 男
飯”や奥さんに聞いたりしたレシピを毎週「NEL

左から、梅田�司さん、笹井亮助さん、
森澤功喜さん

南エリア
フラッシュ

「CO・OP商品おすすめ
60」の記念冊子ができ
ました

昨年度、南エリア委員会で作成していた「CO・
OP商品おすすめ60」の記念冊子が完成したので、
それを１枚ずつラミネート加工し、コープみみな
しのレジのうしろのサッカー台（作荷台ともいう）
に掲示しました。

はじめは、商品棚付近に貼ってもらう予定で、
店長と一緒に貼ってみたのですが、大きさの問題
もあり、残念ながら断念しました。サッカー台に
貼ることによってたくさんの方に見ていただける
のでとても良いと思いました。

エリア委員が商品について調べて、商品説明や
アレンジ料理も載せているので、コープみみなし
へお越しの際は見てくださいね。みなさんの目に

留まって、少しでも「こんな商品があるんだ！」「お
いしそう！」「使ってみよう」と思っていただけ
たら嬉しく思います。 （南エリア委員会）

毎週「NEL ニュース」でレシピを紹介しています
高田支所　日本エコロジック㈱のリーダーの巻

　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）

↓
→→

↓

真

念

算

玉

答え
５
月
号

島　　公子（生駒市）
竹内美弥子（奈良市）
野村　　勉（奈良市）

当選者端 応募
134人

（2021年４月）

エリア概況 2021年４月度
供給高	 エリア合計８億2,661万円
	 （予算比101%・前年比93.9%）

 無店舗事業（支所計）
	 ７億3,066万円
	（予算比101.8％）

 店舗事業（店舗計）
	 9,595万円
	（予算比95.4％）

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
（５人）

阿部　　都（下市町）
松永　好和（高取町）
山田　英子（橿原市）
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