
田んぼの生きもの調査
～農が支えるたくさんのいのち～
田んぼの生きもの調査
～農が支えるたくさんのいのち～
コープおおいたとJA全農おおいたの共同企画で、大分市宮河内の田んぼで生きもの調査
を行ないました。「どのような生き物がいるか」、「田んぼの生きものたちの役割は？」など、
田んぼの稲が生きものによって支えられていることを学ぶ食育学習会となりました。
アメンボやカエル、タニシ、オタマジャクシなど歓声を上げながら捕まえた子どもたちの
笑顔はとても印象的でした。自分の捕まえた生きものの名前を調べ、元の住処に帰してあ
げました。
その後、地球温暖化などの環境に関する紙芝居を行ない、子どもたちは熱心に聞き入り、田
んぼに住む生きものについて学びました。子どもたちは触れたばかりの生きもののこと
だったので、講師からの問いに手を挙げて答えるなど積極的に学んでいました。

8月11日（土）　参加者：39名8月11日（土）　参加者：39名

8月20日（月）、J：COMホルトホール大分のキッチンスタジオで小学生（参加者13名）を
対象とした「郷土料理教室」を行ないました。今回はミス・ユニバース・ジャパン大分と青空
キッチンの協力のもと「作る喜び、一緒に食べる楽しさ、郷土のすばらしさ、毎日を少し振
り返ること、輝く夢を描くこと、子どもに色んなことを感じてほしい。」という共通の思い
から小学生と一緒に料理で交流を深めました。
講師には青空キッチンのキッズ食育トレーナーをお招きし、大分県産の米粉・旬のトマト
を使い、現代風にアレンジした郷土料理をつくりました。単に食べることが大切と教える
だけでなく、食事で内面から美しくなることや、調理の楽しさ、普段接することのない人と
の交流からたくさんの気づきが得られる機会になりました。
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９月26日（水）、18時55分から
OBS大分放送で放送予定の佐伯市立
渡町台（わたりちょうだい）小学校の
ワークショップを収録してきました。
折り込みチラシを使った子どもたち
の作品は、大分県立美術館・大分市美
術館で開催される「おおいたチラシ・
カミ エコアート展」にて展示されて
います。11月４日（日）まで開催中で
す。ぜひ、会場に足を運ばれてみては
いかがでしょうか。

お知らせやイベント情報を
ホームページで掲載！

信頼される商品を食卓へ！信頼される商品を食卓へ！
機関紙

8月1日（水）、「第24回 日田市民生活協同組合・コープおおいた
日田センター合同 平和のつどい」が開催されました。パトリア日
田の敷地内にある慰霊塔で戦没者へ哀悼の意を込めて参加者で
献花を行ないました。
つどいでは杉野 美安さんと川野 菫さんによる平和を題材とした
作文の朗読が行なわれました。また、戦争体験者の矢野 明子さん
より、子ども時代に体験した戦時中の悲痛なお話しをしていただ
きました。
最後に、大分県立日田三隈高等学校のギター・マンドリン部による
演奏で締めくくられました。暑さを忘れるような凛とした音色は、
戦没者を悼み平和を願う気持ちが込められた演奏でした。

8月7日（火）・8日（水）、「戦争も核兵器もない平和な未来を ～ナ
ガサキ・ヒバクシャの想いを継承し、日本・世界に広げよう～」を
テーマとする「2018 ピースアクション in ナガサキ」が開催さ
れ、コープおおいたからは6名（2家族）が参加しました。
被爆者の体験を語る「被爆の証言」に参加し、紙芝居と体験談を聞
きました。また未来を担う子どもたちが、自分たちの住む地域で
も平和について考えるきっかけになればと企画された「2018 
子ども平和会議 in ナガサキ」に参加し、意見を交わしました。
今回の参加した方々が、平和がいつまでも続くように語りついで
行くことを誓ったナガサキ訪問となりました。

8月18日（土）、明日香美容文化専門大学校で「平和のつどい」を
開催しました。
つどいでは、「大分県 第７代高校生平和大使」の市原 奈奈さんに
よる活動報告がありました。市原さんは「若い世代の私たちが平
和について考えていることを、もっと知ってもらいたい。この豊
かなくらしがこれからも末永く続くよう、これからも平和の取り
組みを行なっていく。」と参加者に語りかけました。
その後、広島で戦時中を生きたひとりの女性を描いたアニメ映画
「この世界の片隅に」の上映を行ない、スクリーンに映し出された
戦時中の様子や、物資が少ないなかでも懸命にくらす家族の姿を
見つめる子どもたちの横顔が印象的でした。

日田市民生活協同組合・コープおおいた日田センター 合同
「第24回 平和のつどい」

日本生活協同組合連合会 主催
「2018 ピースアクション in ナガサキ」

コープおおいた 主催
「平和のつどい ～平和の尊さを次世代へ～」

コープおおいたの「平和の取り組み」コープおおいたの「平和の取り組み」
戦後73年が経過し、現在、戦争体験者の方々の平均年齢は82歳になるといわれています。
各会場での体験談では当時のことを熱く切々と話され、私たちは悲惨な現実を改めて知ることが出来ました。
二度と起こしてならない戦争と原爆の恐ろしさを胸に深く刻み、戦争を知らない世代が平和の尊さを知り、この平和がいつまでも続くように語り継いでいかねばと思いました。

2016年４月より、ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器
廃絶を願う「ヒバクシャ国際署名」を行なっています。右記のQR
コードまたは、アドレスにてオンライン署名が行なえます。
賛同いただけましたら、ご署名をお願い致します。
 《http://www.oita.coop/kakuhaizetsu》

8月21日（火）～23日（木）に訪問した福島。３日間にわたり視察を行ない、たくさんの出
会いと震災から７年経過した被災地と復興の現状を知る機会となりました。
新地小学校では、7月に行なわれた「ふくしまっ子応援プロジェクトⅧ」に参加した子ども
たちと再会し歓迎を受けました。大分での思い出や感謝の気持ちを手紙にしていただきま
した。仮設住宅ではお世話役をしている佐藤 美喜子さんより、これまでの支援のお礼とと
もに仮設住宅の厳しい現状をお話ししていただきました。
被災した当初は町や村の地域復興に向け同じだった被災者たちの想いが、この7年の時間
の経過とともにそれぞれ個々の想いや下す決断に変化が生じて、人も環境も以前とは違っ
たものになっています。
今回の訪問では復興に向けた新たな局面を迎えており、コープおおいたの継続した支援も
新たな寄り添いの形に変化させる必要があると感じました。

親子・ボランティア学生・役職員、
総勢22名が参加
親子・ボランティア学生・役職員、
総勢22名が参加

桃の生産者との交流やJAふく
しま未来モニタリングセン
ターで見学を行ないました。
当時から現在までの生産・出
荷・検査の移り変わりを伺い知
ることができました。

新地駅、新地町役場、新地小学
校、復興公園（釣師防災緑地）、
今もなお避難指示区域となっ
ている富岡町、浪江町、飯舘村
を視察しました。

最終日は、松川・飯舘村仮設住
宅を訪問しました。
ゲームや鶏めし、大分の銘菓を
囲んで、皆さんと楽しくおしゃ
べりをしました。

「ふくしま訪問ツアー」「ふくしま訪問ツアー」

●青空キッチンとは
料理（調理）と教育を融合させ、
子どもたちの体作りや「考える
力・表現力・社会性をはぐくむ」
ことなど将来作りの土台を築く
ための多面的な取り組みをして
います。

コープおおいたPRESENTSコープおおいたPRESENTS「魔法のチラシ カミ エコアート」放送中！

１日目 ２日目 ３日目

主催：生活協同組合コープおおいた
協力：ミス・ユニバース・ジャパン大分／青空キッチン
主催：生活協同組合コープおおいた
協力：ミス・ユニバース・ジャパン大分／青空キッチン

「ミス・ユニバース・ジャパン大分と

一緒に郷土料理を作ろう」を開催
「ミス・ユニバース・ジャパン大分と

一緒に郷土料理を作ろう」を開催
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●組合員数…165,039世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…5,609,576千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

８月のコープおおいた

チャンプルを作ると
き、豆腐のかわりに
「　 とうふハンバー
グ」を切って使ってい
ます。おいしく出来ま
すよ。
（国東市　とんとんさん）

今年の夏の異常な暑さ対策に
「　 りんご酢（濃縮タイプ）」を
牛乳で割って飲んでいます。
スッキリと飲みやすく、カルシ
ウムやタンパク質もビタミン
も取れ、水分補給にもGOOD
です。
 （日出町　くうたんさん）

くらしの知恵袋

パズル・くらしの知恵袋　応募方法

当選者は、下記に掲載しています。

８月号クロスワードパズルの解答

みなさんのみなさんの をお聞かせください！をお聞かせください！

「コープおおいた環境基金助成金」を
活用してみませんか？
「コープおおいた環境基金助成金」を
活用してみませんか？
コープおおいたでは、レジ袋の削減収益や宅配のカタログリサイクル益金等々を「環境基
金」として積み立てています。2016年度より、大分県内で環境活動に取り組んでおり、且
つ、3年以上の活動実績のある団体やグループに対して、この「環境基金」から助成金を支給
しています。来年度（2019年度）も、県内の団体等へ活動助成させていただくことにしま
した。下記のとおり、募集いたします。

８月号パズル当選者　当選者（順不同）以上の皆様でした。　（大分市）池山静夫様、吉田純子様、村上美智代様　（豊後大野市）レオリン様　（佐伯市）谷口寿子様、山城早苗様　（中津市）平井三恵様　（宇佐市）速見久美子様、原尻ムラ子様　（国東市）郷司典子様

コープ九州事業連合（九州・沖縄地区の8つの生協の事業連合）やコープおおいたでは、毎月
一回「声を活かす委員会」を開催しています。寄せられた組合員さんの声を一つ一つ受け止
めて、その背景を考え、分析し、要望の実現や改善をするための議論をしています。

組合員の声を受け止める一つのツールとして、「よかったよ＆よくするカード」がありま
す。疑問に思ったことやご意見がありましたら、ぜひお寄せください。

あなたの周りで、まだ生協の宅配を
ご利用いただいていない方（お友だ
ち）はいらっしゃいませんか。ぜひ、
ご紹介ください。
ご紹介いただいたお友だちにも、ご
紹介者のあなたにも、プレゼントが
あります。
※プレゼントをお渡しできるのは、大
分県内の方をご紹介いただいた場合
に限ります。
※お預かりした個人情報は、プレゼン
トのお届けと生協のご案内（訪問な
ど）のみに使用いたします。

組合員３名以上で、コープ商品のお試しなどができます！！組合員３名以上で、コープ商品のお試しなどができます！！
お友達と“組合員活動”始めませんか？お友達と“組合員活動”始めませんか？

●募 集 数／７団体以内
●公　　募／2018年10月1日～11月30日

※応募概要など、詳しくはコープおおいたのホームページをご覧ください。（10月1日より公開予定です。）

お問い合わせは、コープおおいた環境基金委員会事務局
☎（097）524-0122 （担当：廣瀬）

お問い合わせは、コープおおいた 組合員活動G ☎（097）524-0118

詳しくは、配達担当までお問い合せください。

お問い合わせは、コープおおいた 商品政策室 ☎（097）524-0122
コープおおいたHP
▶お知らせ・イベント
▶組合員活動募集

▲QRコード

▲QRコード

わいわいクラブ
組合員活動参加の第一歩の場として、
お気軽に参加いただけます。

●同じメンバーで年１回～５回（回数選択）の
　活動ができます。
●活動回数に応じて、「活動補助費」を生協から
　お渡しします。

コープ委員会

●ハンドメイド雑貨づくり
●APUの学生との交流会　●ガーデニング
●親子でおやつ作り ●お手製味噌づくり

自主自発を大切にし、
積極的・主体的な活動の場。

●2018年度、下期の新規申し込みを受付。
●４回以上の活動と、１回の「つどいの会」へ参加。 
　（年間の場合、活動は８回以上の開催と「つどいの会」は３回の参加となります。）
●活動補助費を、生協からお渡しします。

／１万円+（2,500円×人数）活動
補助費（1,000円＋300円×人数）×回数活動

補助費

●UVレジンづくり
●どんな商品か気軽にお試し！
●お弁当にぴったりのおかずを探索！

「　  ミックスビーンズドライパック」
いろいろな豆が手軽に使えて便利だけど、
他の豆も食べてみたい。

●助成金額／１団体：１件＝20万円以内
●選　　考／コープおおいた環境基金委員会

コープおおいた店舗

各種サービスの変更

コープおおいた店舗

各種サービスの変更

コープ南大分
9月20日（木）

リフレッシュOPEN

コープ南大分
9月20日（木）

リフレッシュOPEN

●【お得なサービス】  9月末をもって終了
　「コープへ5・GO！」は終了いたします。
●【曜日別サービス】10月よりスタート
　「コープdeすくすく」は毎週月曜日から毎週水曜日に変更になります。

●組合員さんの声

2018年6月から「赤えんどう」と「黒いんげん」をミックスした、
そのまま使えるドライパックのミックスビーンズが、開発されました。

●お応えした内容

ミックスビーンズ
ドライパックRed＆Black

期間：11月30日（金）まで

スマートフォンから
お申し込み▶

パソコンからお申し込み
▶http://www.coopkyushu.net/shokai/

それに伴い、
●9月18日（火）…午後8時までの営業
●9月19日（水）…店休
●9月20日（木）…通常営業（9：30オープン）

例えば
こんな活動

例えば
こんな活動

①コープ商品 詰合せ

10名様

②パズル
　Book
　（2冊）

※パズルの種類は、
　おまかせください。
※画像はイメージです。

15名様

・　　日本のいちじくジャム（200g）
・　　フェアトレード生産農園限定
セイロン紅茶（2g×25袋）
・　　コーヒーパック
オリジナルブレンド（10杯）
・　　クオリティ
アーモンドリーフ（8枚）

答え　「カキゴオリ」

声声

コープ九州事業連合で議論され、
組合員さんの声が
活かされました！

コープ九州事業連合で議論され、
組合員さんの声が
活かされました！

▶

郵便ハガキ、eメール、応募専用フォームに「パズルの
答え」と❶住所、❷氏名、❸年齢、❹組合員番号［組合員
番号は８桁の数字で、組合員カード・ポイントカード・
注文用紙・納品書に記載しています。］、❺『虹のたよ
り』への感想や「くらしの知恵袋」などお寄せくださ
い。ペンネームでの記載をご希望の方は、あわせてご
記入ください。いただきました感想や「くらしの知恵
袋」を広報物に使用させていただくことがございます
ので、ご了承ください。なお、ご記入いただきました個
人情報は他の目的で使用しません。パズルの正解者
10名の方には「　　たまごスープ５袋入り×２」をプ
レゼントします。正解者多数の場合は、抽選となりま
す。「くらしの知恵袋」が採用された方には「　 日本
のトマトケチャップ」をプレゼントいたします。

下　期
（新 規）

確
認
事
項

●公的扶助に反するもの、政
治活動や宗教活動に関わる
ものなど、それに類するこ
とはお申込みできません。

●活動の内容を組合員活動の
事例として広報物などで紹
介する場合があります。

●申請者の組合員さんへ「活
動の手引き」と「活動補助
費」を配布・支給します。

●いただいた個人情報は組合
員活動の目的以外には使用
いたしません。

〒870-0278  大分市青崎１-９-35 
コープおおいた 『虹のたより』コープパズル係まで
●eメール：niji@oita.coop
●締め切りは10月25日（木）［当日消印有効］です。

あ
て
先

今月号より、
専用フォームでの応募が
可能となりました。

郵便ハガキ・eメールのご応募も、
引き続き可能です。

申し込み専用サイト

共同購入・個人配達共同購入・個人配達
宅配事業部からのお知らせ宅配事業部からのお知らせ

お友達紹介
キャンペーン
お友達紹介
キャンペーン

この度、「虹のたより」は700号を発行することができました。
これも、ひとえに組合員の皆さまにご愛読していただいたおか
げだと感謝しております。創刊700号記念としてプレゼント
企画をご用意いたしました。ご希望の方はパズルの応募方法と
同じ要領で、プレゼント番号を記入の上「コープおおいた『虹の
たより』プレゼント係り」宛へお送りください。当選者の発表
は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

　祝「虹のたより」

創刊700号記念
プレゼント企画

　祝「虹のたより」

創刊700号記念
プレゼント企画

ご紹介者のあなたに選べるプレゼント！
A・B・Cの中から選べます。

ご紹介者のあなたに選べるプレゼント！
A・B・Cの中から選べます。

０歳～小学校６年生までのお子さん
をお持ちの組合員さんが対象です。
「コープdeすくすく」シールのつい
たカードをレジで提示すると、毎週
水曜日は５％OFF！！


