
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。

プ委員会メンバーからは「折り
紙に平和への願いを書いて鶴を
折った」「１人で千羽折るのは
難しいが、この取り組みのおか
げで、コロナ禍でもヒロシマに

想いを届けることが出来た」「世界情勢に心を痛
めていたが、自分にも出来ることがあった」など
の声が聞かれました。
みなさんから集めた折り鶴を、エリア委員が千
羽鶴にして、３月上旬に広島市に送りました。
ならコープでは
2002年から組合員
さんと職員が参加す
る「ヒロシマの旅」
を実施しています。
コロナ禍で中止され
ていますが、再開さ
れたら、現地で直接学習することが出来ます。他
にも、署名や募金活動、コープふれあいセンター
六条にある平和ライブラリーを訪ねてみるなど、
わたしたちに出来ることがたくさんあります。ま
ずは自分に出来ることを考え、行動に移してみる
こと、そしてそれを周りに伝え、継続していくこ
とが大切だと感じました。� （北エリア委員）

ならコープは創立以来、平和活動に取り組んで
います。食の安全も、環境を守る健康なくらしも、
平和でなければなりたちません。平和のことを考
え、学び、行動することはSDGsの目標16の「平
和と公正をすべての人に」の実現にもつながりま

す。
昨年９月、
コープ委員会
メンバー対象
に開催した、
第２回活動交
流会で「なら

コープの平和」について学習しました。講師の「平
和とは初めからあるものではなく、築くものであ
る」という言葉を聞いて、自分達に出来ることは
何なのか？を考え、みんなの想いをつなげて、広
島市の平和記念公園にある原爆の子の像に献納す
るための千羽鶴を作ることにしました。自分たち
だけでなく、
北エリアで活
動している
コープ委員会
に呼び掛けた
り、10月に開催した「福祉学習会」で、参加さ
れた組合員さんにもご協力いただき、平和の願い
を込めて鶴を折りました。
使用している折り紙は、原爆の子の像に捧げら
れた折り鶴を回収して、再生原料として加工し、
商品化された「再生紙折り紙」（右上写真）です。
折り鶴に託された平和への想いは、さらに新たな
想いとして継承されていきます。参加されたコー

北エリアのみなさんの　　　 
　　　　　平和へ想いをつないだ千羽鶴を「ヒロシマ」に！

• •

ならコープは、２月25日にロシアによるウ
クライナへの軍事侵攻の中止を求める声明文を
発し、在日ロシア連邦大使館に送付しました。
みなさまから寄せられた「ウクライナ緊急募
金」は、日本ユニセフ協会に送らせていただき
ます。ご協力ありがとうございました。
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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

全 店 舗 ６月15日（水）10：00～12：00

所
在
地
・
行
き
方

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？

1 ならコープ職員による�
ミールキット実演と商品学習会

主催　ならやまコープ委員会
簡単！便利！なミールキット「らくらくお料理
パック」の調理の実演とコープクオリティ商品の
こだわりなどを聞きましょう。試食もあります。
日　時　６月22日（水）10：00～ 12：00
場　所　コープ朱雀　会議室
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
※駐車は道路沿い南側から。

2 泉屋㈱のメモリアル学習会�
～いざというときのために～

主催　奈良西コープ委員会
エンディングノートや葬儀の内容や費用、相続
に関することなどを詳しく教えていただきましょ
う！精進落としの試食もあります。
日　時　６月24日（金）10：30～ 12：30
場　所　コープ学園前　２階集会室　
参加費　100円
定　員（抽選）　５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
※駐車は第２駐車場（有料）へ。

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

次回発行は
７月４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をご確認ください。�→

3 旬の魚を使ったおいしいレシピを�
GETしよう！

主催　生駒西コープ委員会
店舗１階のオープンキッチンで、水産部門チー
フを講師に旬の魚のおいしい調理法を教えてもら
います。試食もありますよ！
日　時　６月27日（月）10：00～ 11：00
場　所　Dコープいこま広場“いこっぴ”（１階）
参加費　100円
定　員（抽選）　７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
※駐車は店舗屋上駐車場奥（東側）から。

4 ㈱スクロール学習会�
�～気になる服を見て ･触って ･ �
試着して！～

主催　生駒東コープ委員会
「気になる服の実物を手に取ってみて注文した
い」そんな願いが叶えられる貴重なチャンスで
す。みんなでわいわい楽しみましょう。
日　時　７月６日（水）13：00～ 15：00
場　所　Ｄコープいこま　３階集会室　
参加費　無料
定　員（抽選）　10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
※駐車は店舗屋上駐車場奥（東側）から。
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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：６/６（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：６/12（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-

kita2206

　　※�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。

•••　新聞紙のエコ袋の折り方　•••
～組合員さんの「声」にお応えして～「新聞紙のエコ袋の折り方」をご紹介します‼

北エリアニュース３月号４ページ、北エリア委員会のコーナー「北エリアフラッシュ」で、コープおし
くま店舗協議会有志で行っているフードドライブと新聞紙のエコ袋作りのことを掲載したところ、組合員
さんから「新聞紙のエコ袋の作り方を掲載してほしい」というお便りが届きました。その声にお応えして、
以前掲載した「新聞紙のエコ袋の折り方」をご紹介します。動画もありますので、みなさん、ぜひ作って
みてください。� （北エリア担当理事）
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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

コープ七条　店長／藤
ふじ
原
わら
　正
まさ
男
お

４月より店長に着任いたしました藤原と申しま
す。組合員のみなさんや地域の方に「コープ七条
に買い物に来て本当によかった」「私のお気に入り
のお店だから買い物にきています」と、言っていた
だけるように、職員一同精一杯おもてなしの心と
笑顔いっぱいで、お待ちしております。お気づき
の点がございましたら何なりとお申し出ください。

コープ朱雀　店長／山
やま
﨑
さき
　陽
よう
介
すけ

お世話になります。店長の山﨑です。２年ぶり
にコープ朱雀に帰ってまいりました。また、コー
プ朱雀をご利用の組合員のみなさんとお会いでき
ることを楽しみにしています。お気軽に声をおか
けください。地域のみなさんに「コープ朱雀があ
るから安心」と感じていただけるように職員一同
頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

　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13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。

2022年５月12日（木）開催
◦�「2022年度北エリア方針に沿ってやってみたいこ
と」をそれぞれが考え、発表しました。
◦�地域福祉を広げる学習として、北エリアで開催して
いる福祉学習会のすすめ方を協議し、確認しました。

☆�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-202206

　※�アドレスは毎号変わ
ります。

↓
→→

↓

塩

入

林

酒

５
月
号

Ｉ・Ｔ（奈良市）
Ｏ・Ｎ（生駒市）
Ｆ・Ｆ（奈良市）

答え 連 当選者
応募
168人

（2022年４月）

エリア概況 2022年４月度
供給高	 エリア合計13億5,976万円
	 （予算比100.4%・前年比99.4%）
�無店舗事業（支所計）
	 ８億4,074万円
	（予算比99.5％）

�店舗事業（店舗計）
	 ５億1,902万円
	（予算比101.8％）

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
（14人）

ディアーズコープいこま　
店長／瀧

たき
澤
ざわ
　友
とも
之
ゆき

４月に着任いたしました店長１年目の瀧澤です。店舗は改装して４年目です。ディアー
ズコープいこまが、「地域になくてはならない店舗、組合員も職員も笑顔あふれる店舗」を

めざします。副店長はじめ、明るく元気な職員ばかりです！ディアーズコープいこま広場“いこっぴ”に
はキッズスペースもありますよ（＾＾）お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

事業所長紹介②　みなさん、2022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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