
2021年度　エリアテーマ「安心と笑顔をつなげよう」

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。

７月２日（金）南エリアのコープ委員会メンバー
を対象に第１回南エリア活動交流会を開催しまし
た。
前半は、環境エネルギー推進部部長の辻本さん
を講師に環境について学びました。「地球にやさ

しい発電
方法はど
れでしょ
う？」な
どの質問
に○か×

で答えるクイズなどをしながら、とても分かりや
すい説明でした。未来の地球や子どもたちのため
に私たちができることは、資源の有効活用とCO₂
排出量削減のために「リサイクルに協力する」「食
品ロスを減らす」「冷房の設定温度を高めにする」
などです。“簡単に出来ることから取り組んでい
くことが大切”を学びました。
後半は、組織部職員の岡さんから平和について
学びました。ならコープは、「わが子を戦場に送

りたくない」「子どもたちに平和な未来を残した
い」という組合員の声とともに平和活動に取り組
んできました。学習の中で、実際に長崎で原爆に
遭われた方の被爆体験証言を視聴しました。原子
爆弾の投下によって一瞬にしてたくさんの方が亡
くなられたこと、放射能による原爆症でいまも苦
しまれている方がいることなど、あらためて核兵
器の恐ろしさを知りました。
交流会を終えてコープ委員会メンバーからは、

「リサイクルから始めたいと思います」「環境や平
和について考えさせられることが多くあったの
で、次の世代につなげていきたい」など、前向き

な意見を多
数いただき
ました。
活動交流
会を終え、
やっぱりオ

ンラインよりも皆さんと直接お話しできるのが良
いですよね。� （南エリア委員会）

•�ならコープは、持続可
能な社会構築のために
「ならコープの2030
環境ビジョン」を策定
しました。内容は下記
二次元コードからご覧
いただけま
す。

•�ならコープは、「日本
政府に核兵器禁止条約
の署名・批准を求める
署名」活動に取り組ん
でいます。署名は、あ
をがき８月号裏表紙ま
たは下記二次元コード
からオンラ
イン署名が
できます。

  

  

  

  

オオンンラライインン署署名名ももででききまますす  

内内閣閣総総理理大大臣臣  殿殿  

  

  

  

日日本本政政府府にに核核兵兵器器禁禁止止条条約約のの署署名名・・批批准准をを求求めめるる署署名名  

  

被爆 75 年にあたる 2020 年 10 月 24 日、核兵器禁止条約の発効要件を満たす50カ 

国の批准書（加入書を含む）が寄託され、2021 年 1 月 22 日に発効となりました。

核兵器の使用が国際法で禁止されたのです。 

今や核保有国を含む世界の市民の多くが、核兵器が反人間的兵器で不要なものであ

ることを知るところとなりました。 

戦争による核攻撃を受けた唯一の国である日本政府は、核兵器の禁止から廃絶へ、

今こそ先頭に立って世界をリードするときです。 

 

 
私私はは、、日日本本政政府府にに核核兵兵器器禁禁止止条条約約のの署署名名、、批批准准をを求求めめまますす。。  

  

  
  

名名  前前  住住  所所  
  

  

  

  

  

この署名は日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）を通じて日本政府に提出します。ご記

入いただいた個人情報は、この要請目的以外には使用しません。 

 

【署名の書き方】 
◆フルネーム（自署）で、住所は都道府県名から全てご記入ください。 

◆「同上」「//」は不可です。 

◆ボールペンなど消えない筆記用具でご記入ください。 
 署名はならコープ店舗サービスコーナー、配達職員、受取ハウス等にご提出ください。 

 

連連絡絡先先：：日日本本原原水水爆爆被被害害者者団団体体協協議議会会  

〒〒105－0012 東京都港区芝大門 1－3－5 

ゲイブルビル 902 

TEL    03－3438－1897 

FAX     03－3431－2113 

【取扱団体】 

 市民生活協同組合ならコープ  

 組織部 〒630-8043 奈良県奈良市六条2丁目17-6-11 

         TEL 0742-45-7884 FAX 0742-55-0504 

第１回南エリア活動交流会を開催しました

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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：10月２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

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：９/６（月）～10（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：９/12（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-
minami2109

　　※�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 お肉にこだわる 
㈱メイショク商品学習会

主催　橿原東コープ委員会
豚まんや餃子でおなじみのメイショク。試食は
できませんが、アレンジレシピを学びご家庭で楽
しみましょう。
日　時　９月28日（火）10：00～ 11：30
場　所　コープみみなし　２階研修室
参加費　100円
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
※駐車は北側駐車場（公園側）
に。
※活動記録・広報媒体･HPに
掲載のため写真を撮らせて
いただきます。

2 巽製粉㈱フローベルのパンの 
学習会

主催　橿原南コープ委員会
巽製粉のパンについて学びましょう！試食はあ
りませんが、メーカーの方に直接質問できるチャ
ンスです！
日　時　９月30日（木）10：00～ 11：00
場　所　コープみみなし　２階研修室
参加費　100円
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　筆記用具（アンケート記入用）・マスク・

飲み物
※駐車は北側駐車場（公園側）
に。
※活動記録・広報媒体・HP
に掲載のため写真を撮らせていただきます。

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をご確認ください。�→

受 付：９月６日（月）～９月10日（金）
　　　Webのみ９月12日（日）まで

次回発行は
10月４日（月）

です。
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エシカル（ethical）は「倫理的」という意味
です。生協では「地域や環境、社会や人々に配慮
してモノやサービスを利用する消費のあり方」と
定義してい
ます。
エシカル
消費は、実
は普段の暮
らしの中で
簡単にでき
ること。生協の「助け合いの精神」や「くらしや
社会を良くする」活動は、エシカルそのもの。エ
シカル消費が多くの人に広がれば、地球の問題・
社会の問題を解決する大きな力になります。
生協はこれまで、組合員の気づきを出発点とし
て、食の安全、環境保全、被災地応援などさまざ
まな社会的課題に取り組んできました。
最近注目されるようになった「エシカル消費」
ですが、実は生協がずっと取り組んできたことで
す。

▪「組合員のつどい」って何をする場なの？
組合員どうしや組合員と職員がともにつどい、
商品のことやテーマにそって学び、交流する場と
して「組合員のつどい」を開催しています。
2021年度の開催は、10月から11月です。皆さ
んの近くで活動しているエリア委員会・コープ委
員会、店舗や支所がひとつになって南エリアの「組
合員のつどい」を盛り上げていきます。開催場所
や日時については随時お知らせしていきます。
▪何をテーマに学習（おしゃべり）するの？
「SDGs」「エシカル消費」って、最近よく耳に
する言葉ですね。でも、それは私たちの生活の中
で必要なものなの？役に立つものなの？私たちが
できることなの？
ふだん何気なく暮らしている日常生活の中での
行動をチョット見直すことでエシカルな生活に変
わります。「地域」「環境」「社会」「人々」。この、
４つのキーワードを基にして、商品の選び方など
のいろんな視点から、みんなでエシカル消費のこ
とをおしゃべりをしませんか。

たかだ未来づくりステーション「ならっぴハウ
ス」で開催している「たかだ未来づくりの会」で、「こ
の場所を、もっと多くの地域の人たちがつどえる
場にしたいね」の声が出ました。そこで、コープあっ
たか便移動店舗が来る土曜日（７月17日）にメン
バーの有志で「ならっぴハウス」を開放し、買い
物に来られた地域の組合員さんとお話しする機会
を持ちました。みなさん急ぎ足ながらも「たかだ
のお店がなくなり、本当に不便になった」「毎日の
買い物が大変」「家の側まで来てくれたら、お年寄
りも利用できるの
に」「バナナがいつ
も新鮮でうれしい」
など、いろいろお話
しいただきました。
奈良県医療福祉生協の「いつでも健康チャレン
ジシート」なども活用し、楽しいひとときを過ご
していただきました。

「2021年組合員のつどい」がはじまりま～す �
「誰もが安心してくらせる地域社会、みんなが笑顔で生きられる社会の実現をめざして」�

〜エシカル消費で変わる未来　それは誰かの笑顔につながるお買い物〜

•
•
•
•

•
•
•
•

地域の人びとのつどい場「ならっぴハウス」
たかだ未来づくりの会••••• •••••

次回は９月４日（土）の予定です。お近くにお
越しの際は、ぜひ、お立ち寄りください。お待ち
しております。

８月11日から降り始めた大雨により、広
範囲に甚大な被害が発生しました。被災され
たみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
ならコープは、日本生協連を通じて、被害の
大きい自治体と被災地で生活支援活動を行う
民間団体等を支援するために組合員募金を受
け付けています。
●�共同購入・こまどり便・受取ハウス…①OCR
注文書（９月１回企画～９月４回企画）で
９月18日（土）まで受付　②eフレンズは
９月３回企画～９月４回企画で受付。
●�店舗…募金箱をサービスコーナーに設置し
て９月30日（木）まで受付。
　　　　　　※詳細はこちら→

2021年８月大雨災害支援募金に 
ご協力お願いいたします
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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-202109

　※�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８月５日（木）開催
◦�2021年度「組合員のつどい」南エリアの進め方お
よびテーマを決定しました。
◦�南エリアの2021年度方針、上期の振り返りをしま
した。

んだトラックがやってきます。
担当の岡田さんはトラックから降りると、手際
よく商品を並べて、待ってくれていた組合員さん
との会話もはずみます。以前農産担当だった岡田
さんは、野菜の知識が豊富です。商品の見分け方
や保存方法など、ぜひ、聞いてみてくださいね！
� （組織部　花田公惠）

大和高田地域の組合員活動の拠
点、たかだ未来づくりステーショ
ンには毎週土曜日午前10時～12
時にコープあったか便移動店舗が
停留します。お刺身やお寿司、乳
製品、果物からお菓子や飲料、アイスクリーム、
日用品など、小さなスペースに商品をぎっしり積

南エリア
フラッシュ

＜缶詰のミニ知識＞
“缶詰”と“缶入り”は同じ
だと思っていませんか？

皆さん“缶詰”と“缶入り”の違いについてご
存じでしょうか。
缶詰は、食品などを金属缶（ブリキ缶やアルミ
缶等）に詰めて密閉したあとに、加熱・殺菌した
ものです。缶入りは、乾燥食品な
どを密閉したもので、加熱・殺菌
していません。
缶詰は、高温で加熱・殺菌する
ことによって、食品の腐敗のもと
となる微生物を死滅させます。中
身にもよりますが、１年～３年、
最近では５年の長期保存が可能な
ものもあります。
種類豊富な“缶詰”と“缶入り”
商品。皆さんのお宅にはどんな種類のものがある
でしょう？� （南エリア委員会）

野菜の見分け方や保存方法など気軽に聞いてみてください
たかだ未来づくりステーション　コープあったか便移動店舗担当　岡田和久さんの巻

南エリア 　み・ん・な の レ シ ピ

※缶づめのミステリー※
～�簡単♪ミニタルト�～

＜材　料＞CO・OPフルーツポ
ンチ１缶、ミニタルト１袋（今
回は９個入りを使用）、泡立て
済みホイップクリーム適量
＜作り方＞
①�フルーツポンチの果肉と汁を分けて、果肉を
好みの大きさに切る。
②�ホイップクリームをミ
ニタルトの高さより少
し高めに絞る。
③��お好みの果肉をのせた
ら完成。
☆�おうち時間のコーヒータイムに♪おやつにお
子さまと一緒に♪簡単なのでぜひ作ってみて
くださいね

　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：９月13日（月）

答え
８
月
号

島　　公子（生駒市）
竹内美弥子（奈良市）
野村　　勉（奈良市）

当選者麦 応募
89人

瀬川恵美子（葛城市）
福岡　光子（宇陀市）
八島　朱美（橿原市）

↓
→→

↓

月

今

中

空

（2021年４月～７月）

エリア概況 2021年７月度
供給高	 エリア合計８億5,410万円
	 （予算比104.5%・前年比93.5%）
�無店舗事業（支所計）
	 ７億5,686万円
	（予算比105.1％）

�店舗事業（店舗計）
	 9,723万円
	（予算比99.5％）

産地見学
（参加人数）

０企画
（０人）

講習会・学習会等
（参加人数）

４企画
（1,588人）
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