
６月24日（日）から７月８日（日）にかけて、西日本を中心に全国的に広い範囲で集中豪雨
が発生し、河川の氾濫、浸水被害、土砂災害をもたらし甚大な災害となりました。

日本生協連合会より「西日本豪雨災害 ボランティア運営支
援者募集」があり、コープおおいたからは３名が参加しまし
た。広島県に２名、岡山県へ１名、それぞれ５日間のボラン
ティアを行ないました。
ボランティア活動は主に、ボランティアの受付や駐車場係
り、作業中の方々への飲み物やマスクの配布、住民の方々の
要望の聞き取りなどを行ないました。

日本生協連合会と全国各地の生協では、被災地域の方々のくらしが一日も早い復旧に向け
て支援活動を進めています。      
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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

コープおおいたでは組合員が国民の一人としてさまざまな問題について考える機会をつ
くるために、「国民的課題学習会」を実施しています。
今回は現政権において注目されている「憲法改定」について学習します。「そもそも憲法っ
て？」、「憲法改定するとどうなるの？」など、疑問に思っていることについて、お茶を飲み
ながらお話しできるカフェ形式で開催いたします。どうぞ、お気軽にご参加ください。

10～11月は「生協強化月間」10～11月は「生協強化月間」 「国民的課題学習会」 参加者募集！「国民的課題学習会」 参加者募集！

日田市と「災害時における応急生活物資
供給に関する協定書」を締結しました

日田市と「災害時における応急生活物資
供給に関する協定書」を締結しました
コープおおいたは、今年6月1日（金）に日田市と「地域づ
くりに係る地域包括連携協定」を締結しています。
協定では、様々な面で協力体制を構築し、包括的に市域
支援を行なうことになっており、その協定事項の中には
「防災・災害に関すること」が掲げられています。
9月21日（金）に行なわれた協定では、具体的な対策と
して「災害時における応急生活物資供給に関する協定
書」を締結しました。協定書には、災害時の物資や物資の
輸送についてなどが含まれています。

福島県産品の販売を行ないました福島県産品の販売を行ないました
コープおおいたは原発事故による福島県産品の風評被害払拭の取り組みとして、友好協力
協定を結ぶJAふくしま未来、コープふくしまと共催で出店しました。この取り組みは福島
復興支援活動として、今年で４年目となります。
福島県特産のおいしい桃や梨などの果物、お酒、喜多方ラーメンや土産品などの販売を行
ないました。例年大好評ですが、うれしいことに「果物を待っていたのよ」とおっしゃり、購
入していかれる方もいらっしゃいました。これからもコープおおいたは福島県産品の安全
性を伝え、広める活動を継続してまいります。

コープおおいたは原発事故による福島県産品の風評被害払拭の取り組みとして、友好協力
協定を結ぶJAふくしま未来、コープふくしまと共催で出店しました。この取り組みは福島
復興支援活動として、今年で４年目となります。
福島県特産のおいしい桃や梨などの果物、お酒、喜多方ラーメンや土産品などの販売を行
ないました。例年大好評ですが、うれしいことに「果物を待っていたのよ」とおっしゃり、購
入していかれる方もいらっしゃいました。これからもコープおおいたは福島県産品の安全
性を伝え、広める活動を継続してまいります。

9月22日（土）～24日（月） 大分銀行ドーム
「OBS感謝祭 HEATスタジアム2018」にて
9月22日（土）～24日（月） 大分銀行ドーム
「OBS感謝祭 HEATスタジアム2018」にて

J:COMホルトホール大分１階キッチンスタジオにて、大分県とコープおおいたの共催で
「お菓子の家 えいらく」パティシエの永楽 浩史氏を講師にお招きし、米粉料理教室を開催
しました。
コープおおいたと大分県は「地域包括連携協定」を締結しており、連携事項の中に「子育て
支援に関すること」、「県産品・農林水産物及び加工品の販路拡大に関すること」が掲げられ
ています。米粉料理教室はその一貫として開催しています。
料理教室では大分県産の米粉を使用し、ロールケーキとシフォンケーキを作りました。
子どもたちは真剣な表情でロールケーキを巻き、シフォンケーキのホイップクリーム作り
に夢中になっていました。最後は親子そろって試食をしました。

9月16日（日） 大分県・コープおおいた共催9月16日（日） 大分県・コープおおいた共催

9月21日（金） 9月21日（金） 

「大分県産米粉を使った 米粉料理教室」を開催「大分県産米粉を使った 米粉料理教室」を開催

宅配事業部
【日　時】 11月30日（金） 13時～15時
【場　所】 コープ別府店 ２階「集会室」（別府市鶴見3904-2）
【テーマ】 「憲法改定について」
【講　師】 日本生活協同組合連合会 組合員活動部 上田 尚美 氏

申込締切：11月19日（月）の消印有効

●申込み多数の場合のみ、抽選とさせていただきます。連絡がない場合にはご参加いただけますので、そのまま会場にお越しください。
●「国民的課題学習会」については、交通費及び駐車場代のお支払いは行なっておりませんのでご了承ください。
●ご記入いただきました個人情報は、「国民的課題学習会」参加申込みに関すること以外には使用いたしません。

お問い合わせは、役員室 ☎（097）524-0120

参加費
無 料

交通費
支給なし

託児
あり

①お名前（代表者）
（参加者が複数の場合は、
全員のお名前をご記入ください。）

②組合員の方は組合員番号
（組合員以外の方は、員外とご記入ください。）

③連絡先電話番号
④託児希望の方は
　お子様のお名前とご年齢

メール

西日本豪雨災害西日本豪雨災害

件名に「憲法学習会」と
ご記入ください。
niji@oita.coop

ハガキ

〒870-0278
大分市青崎１-９-35
コープおおいた 役員室
「憲法学習会」係

申し込みフォーム

http://www.oita.
coop/

archives/8555

応募要項
ハガキ裏面に応募事項
をご記入の上、下記まで
送付してください。

（右）日田市役所 総務部 部長   行村 豊喜様  （左）コープおおいた 常務理事 山村 克己

「生協強化月間」とは、10月1日の消費生活協同組合法施行（昭和23年）を記念し、
生協をさらに強めるために組合員さんと役職員が力を合わせて取り組む月間です。
コープおおいたの事業の取り組みを紹介します。

●秋のお友達紹介キャンペーンに取り組みます。
　紹介者と紹介された方にプレゼントをお渡し、
　お誘い活動を強化していきます。
　［11月30日（金）まで］

店舗事業部 ●プライベートブランド・産直商品を重点に、「見て」、「聞いて」、
　「食べて」おいしさ・こだわりを「学び」、「伝え」、「広げる」取組を進めます。

移動店舗販売 ●「お買物サポートカー」増車に伴う
　コース編成の完成を目指し、活動を加速します。

福祉事業
●地域密着型事業所としての地域との関わり強化を図るため、
　デイサービスセンターにて、地域の方々と交流できる
　取り組みを企画し開催します。

子育て事業 ●保育所と学童クラブの新たな開所で、
　「想いをかたちに！育むくらし！」を目指します。

共済事業部
●宅配では10月1日（月）～12月31日（月）、
　店舗では10月１日（月）～31日（水）をキャンペーンとし、
　新規加入目標達成に向けた取り組みを積極的に行ないます。

緊急募金とボランティア参加報告

９月15日（土）、「宅配事業 全体研修会」を開
催しました。大分県内で毎日配達に励む仲間
が総勢200名集まり、接客応対やセンター
別の取り組みについて発表しました。これか
らも組合員さんの満足度１位をめざし、職員
一同この研修を活かし頑張ってまいります。
「第１回 配送応対コンテスト九州大会（７月
28日）」で（株）コープサービスおおいたの
三重営業所 後藤みなみさんが優勝、二目川
営業所の荒巻 裕さんが準優勝し、「配送応対
コンテスト全国大会（９月27日）」では後藤
さんがみごと優勝しました。

配送応対を披露する
後藤ひとみさん

●緊急募金の報告

●ボランティアに参加しました

募金金額 7,253,666円
（店舗：89,866円 ／ 共同購入・個人配達：7,163,800円）

7月より災害緊急募金を行ない、多くの皆さまにご協力いただきました。
誠にありがとうございました。
募金は、日本生協連合会を通じ、被災地へ送られます。 

コープ、いいよ！
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●組合員数…165,667世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…5,806,129千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

９月のコープおおいた

簡単洗顔方法。ガーゼのハ
ンカチで固形石鹸や洗顔
フォームを泡立てて、その
ままハンカチで優しくお顔
を撫で洗い。角質が取れて、
すべすべになります。保湿
もしっかり忘れずに。
（竹田市　けんちゃんさん）

冷蔵庫に入れた野菜がしおらせてしまった
時は、大き目のボールに水を入れ、大さじ１
ずつ砂糖とお酢を加えます。その中にしお
れた野菜を浸し、数分待ちます。すると水分
を吸収して、しゃきっとした野菜がよみが
えりますよ。
（佐伯市　大迫ユキさん）

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。

９月号 数独の解答

９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）曽根千和様、（豊後大野市）土谷友紀様 （佐伯市）西山賀代子様 （臼杵市）姫嶋洋子様、日廻みゆき様 （別府市）福嶋直子様 （宇佐市）古川克子様 （国東市）みかん様、こひつじ様 （日田市）薄木サチ子様

「２」と「７」で 答えは「９」

「　　      県民手帳」の取り扱いを行ないます「　　      県民手帳」の取り扱いを行ないます
毎年、市役所や役場窓口、書店やコンビニエンスストア等で取り扱い（販売）をしている「県
民手帳」を、コープおおいたでも取り扱いします。コープおおいたの各店舗にてお買い求め
いただけます。また、共同購入・個人配達をご利用の組合員さんは下記注文番号でご注文く
ださい。

▶

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「　　味だしパック合せだし30袋入り」
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「  　 
鮭フレーク2ヶパック」をプレゼントいたします。

〒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11月25日（日）［当日消印有効］です。

あ
て
先

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。

【平成31年・2019年版 県民手帳】
●サ イ ズ：149ｍｍ×89ｍｍ
●ページ数：274ページ
●価　　格：600円（税込）
●注文期間：10月29日（月）～11月   9日（金）
●商品お届け：11月12日（月）～11月16日（金）

2018年度 第３回 産直認証商品2018年度 第３回 産直認証商品2018年度 第３回 産直認証商品2018年度 第３回 産直認証商品

若鶏若鶏

熊本県  熊本チキン熊本県  熊本チキン

大西海
SPF豚
大西海
SPF豚

長崎県  （株）大西海ファーム長崎県  （株）大西海ファーム

豚肉
（コープとんとん）
豚肉
（コープとんとん）

大分県  安岐ファーム他大分県  安岐ファーム他

黒豚肉
（コープ黒豚くん）
黒豚肉
（コープ黒豚くん）

宮崎県  （株）キリシマドリームファーム宮崎県  （株）キリシマドリームファーム

豊後高田市  和泉農園豊後高田市  和泉農園

白ネギ

大分市  赤峯農園大分市  赤峯農園

白ネギ

宅配（共同購入・個配）をご利用の組合員のみなさまへ宅配（共同購入・個配）をご利用の組合員のみなさまへ

商品の返品に関するお約束ごと商品の返品に関するお約束ごと

5 8 7 3OCR注文番号

コープ学童クラブのご紹介コープ学童クラブのご紹介
コープおおいたでは、「大分市民間放課後児童クラブ運営補助事業」として、大分市豊府小
学校区にて「コープ学童クラブほうふ」、大分市下郡小学校区にて「コープ学童クラブしも
ごおり」の運営を行なっています。
コープ学童クラブは居心地の良い生活の場の中で、子ども一人ひとりの主体性を大切に
し、集団生活の中で思いやりや学びあいを通して、子どものこころと体の豊かな成長を支
えることを目指しています。

ドローン体験 ハロウィンパーティ 親子みかん狩り ドレッシング工場見学

青森県 （株）青研青森県 （株）青研宇佐市  ひろしま農園宇佐市  ひろしま農園

トマト りんご

（株）グリーンファーム
コミュニケーションズ

９月21日（金）にコープおおいた本部事務所で開催されました。
「2018年度 第３回産直認証会議」で認証された商品は以下のとおりです。

2018年度 第２四半期 経営状況報告2018年度 第２四半期 経営状況報告2018年度 第２四半期 経営状況報告2018年度 第２四半期 経営状況報告
2018年度上期の総供給高は89億4,728万円で予算比98.52％、前年比101.58％で
した。その他の事業収入を加えた事業総剰余金も22億3,865万円で、予算比98.64％と
予算を割り込みました。人件費は予算比100.04％、物件費は99.98％とほぼ予算通りで
推移しています。
宅配事業、店舗事業とも供給高予算を割り込んだため、本業の事業状況を表す事業剰余金
は△468万円と予算に△3,101万円となっています。
事業外損益を加えた経常剰余金は5,453万円で、予算に△2,006万円となっていますの
で、供給対策と経費の見直しを実施し、予算達成に向けて取り組んでいきます。

くらしの知恵袋

　　マークの
ついた商品

チケット類生鮮品や飲料など
食品全般

開封後のCDやDVD、
ブルーレイなどの
ソフト商品や書籍

直接肌につける
商品で

着用済みのもの

包装材が
原型と異なる
状態のもの

コアノンロール

セフターセフター

（単位・千円・％）

福祉事業
保育園事業
生活支援事業

62,387
13,785
8,476

事業収入
101.70
95.37
78.95

予算比（％）
123.61
97.40
109.35

前年比（％）

2018年４月から９月度供給高実績表（総合計）

※移動店舗販売事業高は店舗事業に含まれます。

店舗事業

宅配事業

移動店舗販売事業
供給高合計

コープうすき
コープ南大分
コープ本町店
CO・OPふらいる
コープつくみ
コープ下郡
コープ大分駅店
コープ別府店
　　小　　計
畑中センター
二目川センター
三重センター
日田センター
宇佐センター
日出センター
　　小　　計

467,509
639,895
98,956
750,108
352,449
534,547
775,549
415,565

4,034,581
1,390,011
677,044
964,078
315,257
684,530
881,782

4,912,704
136,787

8,947,286

供 給 高
98.22
96.42
99.15
94.35
95.62
98.26
97.07
100.74
97.02
98.94
97.47
100.27
101.38
102.08
100.10
99.78
104.69
98.52

予算比（％）
99.41
97.65
98.66
95.23
101.09
98.48
101.25
107.17
99.41
102.04
101.43
104.05
106.42
104.68
104.63
103.44
128.65
101.58

前年比（％）

肌着、
ストッキングなど

※受注発注・・・注文書の提出締切と同時に受注が完了し、取り消しや返品等はできなくなります。 

ただし、次のような場合は配送センターにご相談ください。
商品に傷みや包装材の破損があった場合、
また生協の都合で代替品をお届けしたなどの場合。

受注発注後にお届けされた商品の返品は、基本的にはお受けしていません。
平成31年

2019年版

平成31年

2019年版

栽培計画中の農薬の使用を確認
し、産直品が行政が定めた慣行栽
培基準に対してどれたけ削減され
たかを、4段階にわけてマークで
案内します。 慣行の基準内で栽培

（30％未満）
30％以上削減 50％以上削減 不使用

産
直
マ
�
ク

食　　品

　　マークのついた商品以外の雑貨品や
衣料品の注文間違い・サイズ違い・イメージ違いの場合。

雑貨・衣料


