
コープおおいたの「総代」になってみませんか？コープおおいたの「総代」になってみませんか？
コープが事業や活動を行なっていくうえで、大切な役割を担う「総代」をご存知ですか？コープが事業や活動を行なっていくうえで、大切な役割を担う「総代」をご存知ですか？

募集

親子ふくしま訪問ツアー親子ふくしま訪問ツアー
ふくしまで、夏の思い出を作ろう！ふくしまで、夏の思い出を作ろう！

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

募集

総代って、なに？1

総代って、誰がなれるの？2

詳細はカタログにセットされる「総代選挙の公示チラ
シ」や、コープおおいたの店舗やセンターで掲示するポ
スター、ホームページにてご確認ください。総代の受付
期間は７月上旬～９月上旬頃を予定しています。
（コープおおいたホームページから、総代に関する情報
をご覧いただけます。是非、ご覧ください。）

総代になるには、どうすればいいの？4

総代って、どんなことをするの？3

http://www.oita.coop/
about/soudai

※応募人数が多数になった場合は初参加の方を優先し、抽選いたします。
※参加のご案内は、後日郵送にてお知らせします。　※参加者の皆さまには後日、事前説明会を開催いたします。
※ご記入いただきました個人情報は、「親子ふくしま訪問ツアー」参加申込みに関すること以外には使用いたしません。

【送り先】
〒870-0278
大分市青崎１-９-35
コープおおいた
「親子ふくしま訪問ツアー」係

ハガキ裏面に応募事項をご記
入の上、下記の住所まで送付し
てください。

ハガキ応募要項
①お名前（代表者）
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住所　④電話番号
⑤参加者全員のお名前と
　年齢（代表者含む）
⑥アレルギーについて

申込専用サイトにアクセスし、
応募事項をご記入の上、送信し
てください。

申込サイト

コープおおいたHPから

▶お知らせ・
　イベント情報
▶ふくしま
　訪問ツアー

８月７日
（火）

❶被爆の証言
約１時間、被爆者の方のお話を
聴き、その後の紙芝居を鑑賞。

❷平和公園散策
ガイドの方と平和公園周辺の
主要な遺構・慰霊碑を見学。

❶子ども平和会議inナガサキ
子どもたちが自らの住む地域
から、平和についてみんなで考
える企画。

❷平和Café
子どもたちが「子ども平和会
議」に参加中、大人たちの交流
の場。

❸虹のひろば

２泊３日【日　程】 2018年８月21日（火）～23日（木）
【参加費】 大人（1人）４万円 ／ 小学生以下（１人）２万円
【募集人数】 15名（中学生以上の方は、おひとりからご参加いただけます。）

１日目

２日目

３日目

桃の圃場にて、生産者との交流と「もも狩り体験」
JAふくしま未来のモニタリングセンター見学

新地町小学校にて、ふくしまの子どもたちとの交流
被災地の視察（富岡町・浪江町・飯館村など）

被災地住民との交流会

行 

程 

予 

定

※ツアーの内容は、変更になる場合がございます。

１泊２日【日　程】 2018年８月７日（火）～８日（水）
【参加費】 無 料  【募集人数】 合計６名（必ず保護者の同行が必要です。）

コープは組合員が出資、利用、運営することによって成り立っています。
「組合員みんなの組織」であるコープの運営に関わることは、組合員みんなで話し
合って決めていくことが望ましいです。

総代選挙公示の前月末までにコープおおいたの組合員として加入していれば、ど
なたでも「総代」になることができます！！ただし、組合員本人でなければ、同一世
帯の家族であっても「総代」になることはできません。

総代にご出席いただく会議は１年間で合計４回です。

東日本大震災被災地復興支援活動のひとつとして、
コープふくしまとの交流を続けています。本ツアーでは、ふくしまの子どもたちとの交流
や、果汁たっぷりのさくら白桃にかじりつく「もも狩り体験」ができる生産者との交流な
ど、楽しい企画が盛りだくさんです。ふくしまの現状を知り、多くの方と交流できる、年に
１回の貴重な機会です。ぜひ、ご参加ください。

「戦争も核兵器もない平和な未来を ～継承・ナガサキの想いをあなたから誰に伝えますか
～」長崎の町が平和の祈りに包まれ、全国から人々が訪れる生協の大規模な取り組みです。
未来を担う子どもたちが、自らの住む地域から平和について考えるきっかけづくりの企画
もあります。ぜひ、親子でご参加ください。

申込締切：７月13日（金）の消印有効 申込締切：６月29日（金）の消印有効 参加者の方は、感想文を書いて
提出していただきます。

※応募人数多数の場合は抽選となります。　※参加のご案内は、後日郵送にてお知らせします。
※ご記入いただきました個人情報は、「2018 ピースアクション in ナガサキ」参加申込みに関すること以外には
　使用いたしません。

【送り先】
〒870-0278
大分市青崎１-９-35
コープおおいた
「2018 ピースアクション in ナガサキ」係

ハガキ裏面に応募事項をご記
入の上、下記の住所まで送付し
てください。

ハガキ応募要項
①お名前（代表者）
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住所　④電話番号
⑤参加者全員のお名前と
　年齢（代表者含む）
⑥アレルギーについて

申込専用サイトにアクセスし、
応募事項をご記入の上、送信し
てください。

申込サイト

コープおおいたHPから

▶お知らせ・
　イベント情報
▶ピースアクション
　inナガサキ

※１世帯保護者１名、子ども２名が上限です。
※８日の「子ども平和会議」に参加していただくため、小学校５年生から中学３年生までのお子さまを対象とします。
※「子ども平和会議」参加時の事前学習ワークシートの提出があります。

８月８日
（水）

QRコード▲ QRコード▲

QRコード▲

※時期等は変更になる場合もあります。７～９月上旬

９月下旬

11月

翌年3月

5月

6月

総代選挙期間

「総代決定のお知らせ」送付

秋の総代説明会（県下各地で開催）
「総代の役割について」、「上期（４月～９月）の事業や活動の報告と下期に向けた取り組み」

総代参加の方針協議会（県下各地で開催）
「2018年度の振り返り」、「2019年度取り組むこと（方針）」

総代説明会（県下各地で開催）
「2018年度の決算及び2019年度の予算」

通常総代会（大分市内にて開催）
※通常総代会は年に一回、県下各地の総代が一堂に会する会議で、
　コープおおいたの最高議決機関です。

総
代
の
１
年
間
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

紹介動画は
コチラ！
紹介動画は
コチラ！

コープおおいたの組合員は16万人を超え、
ひとつの場所に集まって話し合うことはできません。しかし…

そこで！！

もも狩りが
できるよ！

お問い合わせは、商品政策室 ☎（097）524-0122 お問い合わせは、組合員活動G ☎（097）524-0118

機関誌「虹のたより」が
リニューアルしました。

コープおおいた機関誌 信頼される商品を食卓へ！コープおおいた機関誌 信頼される商品を食卓へ！

発行日：６月18日発行

編　集：役員室 広報課

発行日：６月18日発行
発　行：生活協同組合コープおおいた

　大分県大分市青崎１-９-35
編　集：役員室 広報課

2018年
20182018 Vol.

697
Vol.
697

7月号7 大切な報告やお知らせを、ひと目で
わかりやすくなりました。
みなさまに愛される機関誌として、
コープおおいたの取り組みや事業活
動をお伝えします。今後とも「虹のた
より」をよろしくおい願い致します。

大切な報告やお知らせを、ひと目で
わかりやすくなりました。
みなさまに愛される機関誌として、
コープおおいたの取り組みや事業活
動をお伝えします。今後とも「虹のた
より」をよろしくおい願い致します。

Facebook更新中！
「コープおおいた」で検索

通常総代会 総代説明会（大分会場） 総代説明会（杵築会場）

組合員以外の方もご応募できます。
（組合員以外の方は、員外とご記入ください。）

組合員の声をコープおおいたの運営に反映させるた
め、各地域で総代（組合員の代表）を選出し、話し合いや
重要事項決定の場に参加していただきます。



日田市と「地域づくりに係る
包括連携協定」を締結しました
日田市と「地域づくりに係る
包括連携協定」を締結しました

2018年度  第1回 産直認証商品2018年度  第1回 産直認証商品2018年度  第1回 産直認証商品2018年度  第1回 産直認証商品

リストの「海に関係のある言葉」を盤面から探しましょう。
どの言葉も　　　　　　　　 の８方向のどれかで一直線
に読めます。１つの文字を複数の言葉が使うこともありま
す。途中で曲がったり、字をとばして読むのはダメですよ。
小さい「ッ」などは、大きい「ツ」などで探してください。

郵便ハガキ、もしくはeメールにパズルの答えと、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」などを
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。いただいたおハガキは広報物に使用さ
せていただくことがありますので、ご了承ください。なお、ご
記入いただいた個人情報は他の目的で使用しません。
クイズの正解者10名の方には「　　味付けのり（卓上タイ
プ）」をプレゼントいたします。正解者多数の場合は抽選とな
ります。「くらしの知恵袋」が採用された名の方には「　　国
産小麦の豆乳リングビスケット230g」をプレゼントいたし
ます。

コープおおいたの個人配達が、より利用しやすくなりました！コープおおいたの個人配達が、より利用しやすくなりました！

▲QRコード

５月号シークワーズの解答

あて先／〒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７月25日（水）［当日消印有効］です。　●当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
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コープおおいたでは子育て支援や買い物弱者支援のほか、もっと多くの県民のみなさんに
個人配達を利用していただけるように『個人配達の手数料』の見直しを行ないました。
また、表現や表記についてもわかりづらいところがあり、『手数料』を『個配料』と名称変更を
したほか、来年の消費税増税を見越して税別表記でご案内するようにしました。

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。

コープおおいたは、これまで日田市の「ひた高齢者見守りあんしんネット」の取り組みに協
力し、個人配達や宅配弁当事業を通じて高齢者等の見守り活動を行なってきました。
また、平成29年7月九州北部豪雨災害後には、避難所での炊き出しや支援物資の提供、被災
地区とボランティア団体との交流イベントの参画、「コープ大分駅店」での「被災復興支援
フェア」の開催などの支援に携わってきました。
日田市と結ぶ協定では、

など、様々な面で協力体制を構築し、包括的に地域支援を行なってまいります。
コープおおいたでは、これまで大分県・杵築市・臼杵市・日出町・豊後大野市と地域包括連携
協定を提携しており、日田市との締結は県内で6例目となります。

（1）地域の見守りや声かけ　　　　　（2）防災・災害に関すること
（3）市産品の販路拡大に関すること　（4）健康づくり・食育に関すること

7月1週より、個人配達の
「配達手数料」が改定されます！！！！
7月1週より、個人配達の

「配達手数料」が改定されます！！！！

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

パズル・くらしの知恵袋　応募方法

５月のコープおおいた

キュウリを千切りし、塩（少々）・ごま油
（大さじ2）・しょう油（少々）と混ぜる
だけで、無限キュウリの出来上がりで
す。いりごま・かつお節を混ぜてもおい
しいです。
　　　　（臼杵市　きゅう理好きさん）

鍋のこげつきは、こげついた状態をそ
のままにして、2日ほど天日にあてる
とポロポロと落ちます。
　　　　（豊後高田市　佐藤友子さん）

ぜんざいに入れるお団子を作るのが面
倒な時は、細かく切ったうどんを入れ
ています。
　　　　（佐伯市　ひこるんさん）

●組合員数…164,085世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…5,552,072千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

大分県近郊の戦争遺跡めぐり大分県近郊の戦争遺跡めぐり
大分県生活協同組合連合会 主催大分県生活協同組合連合会 主催

募集

【日　程】 2018年７月28日（土）
【参加費】 無 料

戦争遺跡は、私たちに同じ過ちを繰り返させないよう、戦争の悲惨さを後世に伝えていま
す。大分県内を含め、私たちの身近に今なお残る戦争遺跡を一緒にめぐり、平和を願う気持
ちを新たにしませんか。皆様のご応募、お待ちしています。

下記３つのコースから、ご希望のコースをお選びください。

5月度の当選者は、商品の発送をもって
かえさせていただきます。

くらしの知恵袋

5月18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１回産直認証会議」で認証された商品は以下のとおりです。２歳未満のお子様が

いらっしゃる方

無 料個配料

赤ちゃん個配 子育て個配 シルバー個配

80歳以上の組合員の方

同一世帯の家族が
障がい者手帳（療育手帳）を

お持ちの方

福祉個配

個配料100円（税別） 個配料50円（税別） 個配料100円（税別）

障がい者
個配（ ）

70歳～79歳の組合員の方
出産前で母子手帳が
交付されている方 ２歳以上から

未就学のお子様が
いらっしゃる方

個配料100円（税別）

申込締切：７月13日（金）の消印有効 １グループにつき、１つの感想文
（原稿用紙１枚程度）のご提出をお願いいたします。

※応募人数多数の場合は抽選となります。　※参加のご案内は、後日郵送にてお知らせします。
※ご記入いただきました個人情報は、「大分県近郊の戦争遺跡めぐり」参加申込みに関すること以外には使用いたしません。

【送り先】
〒870-0278
大分市青崎１-９-35
コープおおいた
「大分県近郊の戦争遺跡めぐり」係

ハガキ裏面に応募事項をご記
入の上、下記の住所まで送付し
てください。

ハガキ応募要項
①お名前（代表者）
②組合員の方は組合員番号
③住所　④電話番号
⑤参加者全員のお名前と
　年齢（代表者含む）
⑥参加希望コース（❶～❷）
⑦希望乗車場所

申込専用サイトにアクセスし、
応募事項をご記入の上、送信し
てください。

申込サイト

コープおおいたHPから

▶お知らせ・
　イベント情報
▶大分県近郊の
　戦争遺跡めぐり

お問い合わせは、組合員活動G ☎（097）524-0118

お問い合わせは、最寄りの配送センターまで

❶ 別府・大分発　佐伯・津久見地区の戦争遺跡めぐり
～丹賀砲台園地・佐伯市平和祈念館やわらぎコース～

別 府 交 通 セ ン タ ー
JR大分駅（北口）貸切りバス駐車場
学校生協（大分市かたしま台1丁目1-1）

乗降場所

丹賀砲台園地（スロープカー）▶佐伯市平和祈念館や
わらぎ▶バス車内でお弁当昼食▶うみたま体験パー
クつくみイルカ島▶臼杵市屋敷あまり特殊地下壕

行　程帰着時間

16時30分頃
16時00分頃
15時40分頃

出発時間

７時00分
７時30分
７時50分

参加者20名募集

❷ 大分発　大刀洗の戦争遺跡めぐり
～大刀洗戦跡・平和祈念館コース～

学校生協（大分市かたしま台1丁目1-1）
JR大分駅（北口）貸切りバス駐車場

乗降場所

第五航空教育隊正門・憲兵分遣隊舎煉瓦塀・時計台跡・飛行学校正
門・監的壕・大刀洗公園等（車窓見学含む）▶大刀洗平和記念館▶
花やしき本館で昼食▶鳥栖プレミアム・アウトレット自由行動

行　程帰着時間

18時00分頃
17時30分頃

出発時間

７時30分
８時00分

参加者15名募集

❸ 日田発　佐伯・津久見の戦争遺跡めぐり
～丹賀砲台園跡・佐伯市平和祈念館やわらぎコース～

日 田 市 民 生 協  三 芳 店
日 田 市 民 生 協  新 治 店

乗降場所

丹賀砲台園地（スロープカー）▶佐伯市平和祈念館や
わらぎ▶バス車内でお弁当昼食▶うみたま体験パー
クつくみイルカ島▶臼杵市屋敷あまり特殊地下壕

行　程帰着時間

18時15分頃
18時00分頃

出発時間

８時00分
８時15分

参加者5名募集

竹田市  くわき農園竹田市  くわき農園

里芋
（蓮葉）

日田市  福澤農園日田市  福澤農園

幸水・豊水
新高・新興
（梨）

臼杵市  はしもと農園臼杵市  はしもと農園

巨峰
（ブドウ）

種なし巨峰・ピオーネ
シャインマスカット
（種なしブドウ）

豊後高田市  和泉農園豊後高田市  和泉農園

豊後高田市  （株）石元牧場豊後高田市  （株）石元牧場

パプリカ
赤・アルテガ
黄・ダンダン（ ）

肉牛
（ホルスタイン種）

産
直
マ
�
ク

QRコード▲

※「赤ちゃん個配」の申請には母子手帳の確認が必要です。
※「子育て個配」の未就学は小学校入学前（３月末まで）を指します。
※「シルバー個配」の申請には生年月日を証明できるものの確認が必要です。
※「福祉個配」は必要に応じて、障がい者手帳を確認させていただきます。
※「子育て個配」、「シルバー個配」、「福祉個配」の個配料は別途消費税がかかります。

ご注意
ください


