
奈良市・生駒市

2022年度　エリアテーマ「今こそ『協同』～みんなの一歩をつなげよう～」

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

フラワーアレンジメント講習会
ステキな作品ができました

奈良西コープ委員会

12月15日（木）コープ学園前集会室で、生花や
鉢花、園芸資材などを扱っている十津川農園の方
を講師に「フラワーアレンジメント講習会」を開
きました。
講師から、オ
アシスの使い方
や花の種類、お
花を長持ちさせ
る方法、アレン
ジのコツなどのアドバイスを受けました。その
後、十津川農園のいろんな種類の新鮮なお花を使
い、クリスマスやお正月を華やかに迎えるための
フラワーアレンジメントを作りました。
講師の方から丁寧な指導を受けながら、参加者
それぞれのステキな作品が仕上がりました。

〈参加者の声〉
◦�フラワーアレンジメントは初めて作りました
が、たくさんのお花と材料に触れて楽しむこと
ができました。
◦�たくさんの種類のお花で豪華なアレンジメント
になりました。
◦�美しい形を作るのが楽しかった。
◦�ステキに出来上がってうれしかった。
◦�機会があれば、またぜひ参加したい。

㈱コモの学習会
ロングライフの秘密がわかりました

奈良東コープ委員会

12月15日（木）ならコープ本部会議室で、ロン
グライフパンでおなじみのコモの学習会を開催し

ました。
映像による
工場見学と担
当の方による
会社概要、コ

モのパンの特長を説明していただきました。コモ
のパンは、イタリアの天然酵母「パネトーネ種」
を使って３日間熟成させた水分量の少ない生地を
使うことで、保存料を添加せずに長期保存が可能
なパンができることがわかりました。
おなじみの「毎日クロワッサン」「CO・OPメー
プルキャラメ
ルクロワッサ
ン」などのク
ロワッサンシ
リーズのほか
に、デニッシュを詰め合わせた「デニッシュセッ
ト」や人気商品を詰め合わせた「菓子パンセレク
トセット」などが共同購入・こまどり便等で案内
されています。店舗でもいろんなコモのパンを
扱ってるので、いろいろ試してみたいですね。
参加者からは、「ロングライフの理由を聞き、
安全なことがわかったので、安心して購入できま
す」「ローリングストックのために買い置きでき
るのがいいです」などの声がありました。
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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 ３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？

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：３/６（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：３/12（日）23：59まで
　　�https://form.run/@kumikatsu-
kita2303

　　※�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。

受付
中

自分みがき講座（全６回）４月開講 
第３期生募集！

きらきら輝く自分を見つけるための連続講座です。
場　所　コープなんごう　集会室
時　間　10：00～ 12：30（工場見学は別途）
参加費　1,500円（６回分�資料・実習・体験費）
　　※参加初日に集金、欠席されても返金しません。
定　員（抽選）　20人�　　締　切　３月19日（日）
４月20日（木）　㈱クラブコスメチックス学習会
５月18日（木）　タケダハム㈱の工場見学
６月15日（木）　「生協牛乳」をもっと知って応援！
７月20日（木）　㈱コモのパンの長持ちの秘密に迫る
８月24日（木）　「柿の葉ずし」の柿の葉巻き体験
９月21日（木）　当日のお楽しみ「シークレット企画」
申　込　下記URLまたは二次元コードから
　　　　http://form.run/@jibunmigaki3
問合せ　組織部�（☎は下記に掲載）

1 ならコープ職員による 
CO・OP商品のチョコレート学習会

主催　生駒東コープ委員会
チョコのことをちょこっと

4 4 4 4 4

ではなく、いろいろ
知りたい皆さん、一緒に学びませんか？食べ比べ
もあります。
日　時　４月６日（木）10：00～ 12：00
場　所　Ｄコープいこま　３階集会室
参加費　100円
定員（抽選）　14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。

受 付：３月６日（月）～３月10日（金）
　　　Webのみ３月12日（日）まで

次回発行は
４月３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。�→

2 北　2023. ３2



～ これからの医療と介護はどうなるのか ～

� 村
むら
城
き
正
ただし
理事長

「人生100年時代」と呼ばれるようになり、昨
年の９月には100歳以上の高齢者が９万人を超え

ました。その後も毎年
４～５千人ずつ増え続
けると考えられ、来年
には10万人を超える
見通しです。いつまで
も元気で長生きできる
ことは喜ばしいことで

す。一方、75歳を過ぎる頃から要介護者が急増
し、85歳では「約６割の人たちが要介護または
認知症になる」（厚労省資料）とされています。
病院にかかる場合、大病院では「紹介状」が無
い場合の初診料が7,000円以上に昨年から引き上
げられまし
た。入院の場
合も、約１ヵ
月で退院する
ことになり、
基本は自宅で
過ごすことになります。また、仮に元気であった
としてもだんだんと「買い物」や「ごみ出し」「庭
の手入れ」といった日常のことができなくなり、
不自由な生活を強いられるようになります。
そんな中で、「介護保険制度があるから何とか
なるだろう」と思っている人がたくさんおられま
すが、残念ながら介護保険制度の恩恵を受けられ
るのは一部でしかありません。
なぜなら、介護保険制度の対象者は中重度（要
介護度３以上）に絞られつつあり、また利用する
場合も、利用者の負担が１割から２～３割へと引
き上げられていくからです。　
どうしてこのような状況になっているのか？国
がいう「自己責任」「自助と互助」だけで生活し
ていくことが困難になっていく中で、住み慣れた
地域で暮らし続けるためにはどういう条件が必要
なのか？何が必要になるのか？ぜひ、皆さんも機
会があれば学習会にご参加ください。

～ 突然介護が！いざという時のために ～

 岡田�知香子施設長
学習会の講師を依頼されて、介護相談を受ける
側として、私自身あらためて「突然の介護」を考
える機会になりまし
た。
超高齢社会、まもな
く高齢者の５人に１人
が認知症になると推計
されています。85歳
以上の55％が認知症
を発症されると言われています。人生100年時代
…突然かどうかはさておき、介護が必要になる原
因の第１位は認知症、第２位は脳血管疾患、第３
位が高齢による衰弱です。認知症を発症しなくて
も、高齢者が介護と無関係に過ごすことがむずか
しくなっています。
突然ということで「災害」を例にとると、被害
を最小限に防ぐためには日頃からの「備え」が最
も重要で多くの情報や対策が発信されています。
学習会では、介護に必要なことは愛情とか根性で
はなく、正しい知識をもっていること、つまり、
防災と一緒ということをお伝えしました。
介護でいう「備え」とは、介護が必要になった
場合の人生設計を想定し、あらかじめ自分の身の
回りには何があって、自分には何が必要なのかの
正しい知識を得ておくこと、また、暮らしの中の
自分のこだわりを気の知れた人にしっかりPRを
しておくことです。「突然、介護がやってきた」
としても、
人生はその
先も続いて
いきます。
そこで「備
え」があれば自分らしく過ごすことができます。
人生100年時代、備えあれば憂いなしです。
学習会で「突然、介護がやってきた」事例をお
話ししたとき、ご本人やご家族の「突然」の心境
を察して皆さんが大きくうなずいておられるのが
印象的でした。

報告 福祉学習会「最期まで安心して暮らし続けるために」
１月13日（金）あすなら友の会と北エリア共催で福祉学習会をＤコープいこまで開催。講師の（社福）協同
福祉会の村城理事長とあすならホーム菜畑・東生駒の岡田施設長からその内容を寄せていただきました。
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漢字二字熟語で　１字　あてクイズ

うちの

イチオシ

北エリア運営協議会だより
2023年２月９日（木）開催
◦�2022年度北エリアのまとめと2023年北エリア方
針策定に向けて協議しました。

水産部門では、ショー
ケースの横に「目安箱
（ご意見箱）」を設置して
います。組合員の皆さん
から「これはおいしかっ
た」「これイマイチだっ
た」などのご感想やご要
望などの声をいただき、
品種や量などの品揃えを

充実することで、もっとお魚を好きになっていた
だきたいという想いからです。
「ぐれを塩焼きにしたらすごくおいしかった」

などうれしい声。「三枚におろしたお魚を置いて
ほしい」などのご要望にはすぐに対応いたしまし
た。
これからもたくさんの方にお魚を好きになって
いただけるように頑張ります!�（店長　山﨑陽介）

　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：３月13日（月）消印有効

☆�正解者の中から３人
にならコープ商品券
（1,000円分）進呈。

☆�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-202303

　※�アドレスは毎号変わ
ります。

↓
→→

↓

黄

胡

源

花

２
月
号

Ｉ・Ｓ（生駒市）
Ｋ・Ｅ（奈良市）
Ｔ・Ｓ（奈良市）

答え 鬼 当選者
応募
180人

うれしい声やご要望をお待ちしています
コープ朱雀　水産部門の巻

てないために、相談できるところを見つけておく
ことが大切だと教えていただきました。介護でよ
く聞く「ケア」という言葉には「世話をする」以
外に「気にかける」という意味もあるそうです。
普段から家族
で、最期は何処
でどのように暮
らしたいのか話
し合っておくこ
とが大切だと実
感しました。
最後に、エリア委員と組織部職員から、「たべ
る、たいせつ（食育）」の取り組みと夕食宅配の
紹介をしました。� （北エリア委員会）

１月13日（金）ディアーズコープいこまで、「最
期まで安心して暮らし続けるために」をテーマに
福祉学習会を開催しました。　
社会福祉法人協同福祉会の村城正理事長から

「これからの医療と介護はどうなるか」、あすなら
ホーム菜畑・東生駒の岡田知香子施設長から「突
然介護が！いざという時のために」と題するお話
を聞きました。（内容は本誌３ページに掲載）
適切なサービスを利用すれば、介護が必要に
なっても自宅で過ごせること、いざという時に慌

北エリア
フラッシュ

あすなら友の会・北エリア共
催で「福祉学習会」を開催し
ました

産地見学
（参加人数）

１企画
（17人）

講習会・学習会等
（参加人数）

37企画
（485人）

エリア組合員活動状況（2022年４月～ 2023年１月）

トルコ・シリア大地震緊急支援募金にご協力を
　２月６日に発生したトルコ・シリア大地震の被災地
への支援に、ならコープでは緊急支援募金を呼びかけ
ています。ご協力お願いいたします。
〈募金方法〉あをがき３月号13ページ、ならコープ
ホームページをご覧ください。または、配達職員、店
舗サービスコーナーにお問い合わせください。

エリア委員（左）と組織部職員

至西大寺

至生駒 ならやま大通り

平城高校奈良高校

朱雀こども園

平
城
東
中
学
校

平
城
東
中
学
校

左
京

朱
雀
小
学
校

朱
雀
小
学
校

消
防
署

朱
雀
郵
便
局

朱
雀
郵
便
局

近鉄
高の原駅
近鉄
高の原駅

中古車店

コープ朱雀への行き方
〒631ー 0806��
奈良市朱雀６丁目９番５
・�近鉄高の原駅から徒歩
約15分
・�JR奈良行き・左京循環
バスで朱雀第一住宅下
車すぐ
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