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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

1月30日（水）
ホテル日航大分 オアシスタワー
1月30日（水）
ホテル日航大分 オアシスタワー

これまでの感謝を各関係者様へ伝えるため「厚生労働大臣表彰感謝の集い」をホテル日航
大分オアシスタワーにて開催しました。当日は大分県知事 広瀬 勝貞様を始め、100名も
の関係各者の方々にお集まりいただきました。
はじめに理事長 青木 博範が挨拶を行ない、「コープおおいたが行なう事業は大分県が抱え
る諸問題に対応するためであり、皆様の協力が無ければ取り組めなかったものでありま
す。」と感謝の気持ちを伝えました。
大分県知事 広瀬 勝貞様より、「コープおおいたが運営している放課後児童クラブ・保育園
などは大分県が掲げる子育て満足度日本一に寄与し、買い物が困難な方に対してはお買
い物サポートカーを走らせることなどで、大分県に貢献してもらっています。災害時には
先頭を切って県内外から義援金を集めていただき、改めて感謝します。」というお言葉を
いただきました。
これからもコープおおいたは、組合員とそのご家族はもとより、一人でも多くの県民の皆
さまに、生協の良さを伝え、組合員のくらしに役立ち、地域に欠かせない存在としてこれか
らも成長・発展できるよう生協活動を行なってまいります。

福島第一原発事故から、もうすぐ8年が経過します。いまだに事故の影響や、風評被害が
消えることがありません。このイベントはふくしまの「食」に触れ、
楽しく「食の安全・安心」を考える機会です。ぜひ、ご参加ください。

マイバッグ運動の

輪を拡げましょう

マイバッグ運動の

輪を拡げましょう

大分県では地球温暖化の防止と循環型社会の構築に向け、スーパーなどで無料配布していたレジ袋を削減するため、県下一斉にレジ
袋の「無料配布の中止」を2009年３月より実施しています。コープおおいたは削減協定に加盟しており、マイバックをお持ちでな
い方に有料レジ袋として１枚５円で販売しております。また、販売したレジ袋の益金は、環境保全の為の基金として活用しています。
コープおおいたでは大分県の削減協定を締結する以前から、環境問題に配慮して「マイバッグ運動」を展開しています。削減協定締結
後はマイバッグ持参率が上がっています。「マイバック運動」の輪をさらに拡げていきましょう。

県内の幼稚園や保育所などに

絵本を贈呈しました

県内の幼稚園や保育所などに

絵本を贈呈しました

環境基金委員会からの

お知らせ
環境基金委員会からの

お知らせ

●2018年12月12日（水） ホテル日航大分 オアシスタワー

公立幼稚園には各市町村の教育委員会を通じて、私立幼稚
園には大分県私立幼稚園連合会を通じて、絵本「ウミガメも
のがたり」を寄贈しました。

●2019年１月24日（木） ホテル日航大分 オアシスタワー

大分県保育連合会に加盟している公立私立の保育所・認定
こども園には、絵本「もったいないばあさんのいただきま
す」を寄贈しました。

2018年度 「大分県地域環境保全基金
寄付金贈呈式」を執り行ないました

2018年度 「大分県地域環境保全基金
寄付金贈呈式」を執り行ないました

毎年大分県に有料レジ袋（１枚５円）で得られた益金の一部
を贈呈しています）。
●2019年１月10日（木） 大分県生活環境部長室

当日は環境基金委員会の井上委員長、江崎理事、賀来理事、
松本理事らが参加し、山本生活環境部長へ益金の11万
5000円を贈呈しました。
大分県では、この益金を環境保全活動などに活用するよう
にしています。

コープおおいたでは店舗でのレジ袋の益金や、宅配でのカタログ・注文書・集品袋などのリサイクル収益を
「環境基金」として積み立てています。
その「環境基金」の活用方法として県内で環境保全などの活動を行なっている団体・グループに助成金を支給
させていただくなど、外部への有効な取り組みや活動に役立てています。

２月１日（金）にコープ上野の森口保育園
で、少し早い「節分の会」をしました。

みんなが作った鬼のお面をつけて、写真撮
影です。「いやいや鬼」や「おこりんぼ鬼」、
「なきむし鬼」が出てきたときは、「鬼は～そ
と、福はうち」と大きな声で言おうねと、み
んな元気に豆まきをしました。

伝統行事に触れることで、季節を感じ日本
の文化について学ぶ良い機会となりまし
た。　

お問い合わせは、 商品政策室 ☎（097）524-0122

「厚生労働大臣表彰
感謝の集い」を

開催しました

「厚生労働大臣表彰
感謝の集い」を

開催しました

同時
開催
同時
開催
同時
開催
同時
開催 佐伯市、津久見市、日田市などのグルメが集合！

福島県産品（　　 　）の試食・販売

コーすけもやってくる！

大分大学による

ドローン
シミュレーション

別府大学短期大学部による

防災食の
試食コーナー

薬の模擬調剤を体験！

11:00

ステージ企画　※ステージスケジュールは変更になる場合がございます。

11:30

12:00
福島郷土料理 こづゆ試食会

12:45

福島県の方 と々大分県民の

トークセッション
（災害から復興へ）

大野タカシさんによる

復興応援ライブ

13:15

13:45

野菜、果物、
その他加工品

「おおいた復興屋台2019」
～復興屋台から元気を贈る！～ （10：00～14：00）
「おおいた復興屋台2019」
～復興屋台から元気を贈る！～ （10：00～14：00）

当当たる！たる！

ハーモニーランド nakayokuキャラバン

ハローキティステージ

ハーモニーランド nakayokuキャラバン

ハローキティステージ

当当たる！たる！

正解者にはプレゼントが！
福島クイズ

コープおおいたによる

福島との交流レポート（福島の現状）

3.10● 10:00～14:00日
J:COM ホルトホール大分前

主催／大分県、生活協同組合コープおおいた　 協賛／フンドーキン醬油（株）主催／大分県、生活協同組合コープおおいた　 協賛／フンドーキン醬油（株）

先着100名様に「福島県産米 天のつぶ」を
プレゼント！（　   　　　　　　  ）ステージ企画フィナーレの

お楽しみ抽選会券が入っています。

ハローキティと一緒に楽しく遊ぼう

CO・OP共済
キャラクター

﹇
開
場
﹈

（12：00より）
数量限定
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福島産品が当たるフィナーレ
（お楽しみ抽選会 ＆ 餅まき）

生活協同組合コープおおいたは、「厚生労働大臣表彰」を受賞しました。

2018年10月30日（火）、厚生労働省講堂で行なわれた表彰式の様子

●「しんけん、ふくしまからはじめよう」ご案内チラシの訂正のお知らせとお詫び
　共同購入・個配配達の組合員さんへ２月11日（月）より、カタログと一緒にご案内のチラシを配布しています。
　裏面の記載に誤りがあり、ここに修正しお詫び申し上げます。
　（誤）2018.3.11で福島第一原発事故から８年が経過。 ⇒ （正）2019.3.11で福島第一原発事故から８年が経過。

2019
風評被害
防止にかかる
イベント
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●組合員数…167,719世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…5,813,498千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

１月のコープおおいた

３月の主な予定

パズル・くらしの知恵袋　応募方法

１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）渡辺和江様、ドラドラ様、中山初代様、みいねぇちゃん様、カピバラ様　（豊後大野市）カラスのキョエ様、けいこ様　（佐伯市）てんくっく様　（中津市）たかみ様　（杵築市）かのんばー様

▶

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「　  お菓子詰合せセット」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「  　コープヌードル
３ヶ組」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３月25日（月）［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メールで
ご応募も可能です。

「ハートコープおおいた
開所式」を行ないました

「ハートコープおおいた
開所式」を行ないました

1月９日（水）  コープおおいた青崎事務所 敷地内1月９日（水）  コープおおいた青崎事務所 敷地内

コープおおいた青崎事務所敷地内にある、「（株）ハートコープおおいた」青崎事業所の開所
式が行なわれました。式典には関係者様はじめ、多くの方にご出席していただきました。
式典後、菌床しいたけを育成する施設や事業所の内覧会を行ないました。

「ハートコープおおいた」は就労継続支援A型事業者として障がいを持った方も地域の中で
活躍できる環境を創り、生協らしい個々に寄り添った安心・安全なサービスの実現を目指
しています。

キッズマネーセミナー×青空キッチンキッズマネーセミナー×青空キッチンキッズマネーセミナー×青空キッチンキッズマネーセミナー×青空キッチン

「毎日食べているごはんはどうやって
準備されているのだろう」

「毎日食べているごはんはどうやって
準備されているのだろう」

１月26日（土）  場所：CO・OPふらいる  参加者：総勢50名１月26日（土）  場所：CO・OPふらいる  参加者：総勢50名

講師に「キッズマネースクール」代表理事 三浦 康司さんをお招きし、食に関するお金の歴
史や食堂を経営する為のお金の流れを学びました。
お金の知識についての講座や「食材の仕入れ」から「豚汁とおにぎり作り」の食育体験、
「作った料理を一食500円で販売する」模擬体験が行なわれました。
「豚汁とおにぎり作り」では、４つのグループに分かれて、参加していたインターンシップ
の学生さんも加わりにぎやかに料理が行なわれました。完成した料理を各グループに分か
れ、大きな声で「やすいよ～」、「おいしいよ～」の掛け声で販売をしました。その後、親子そ
ろっておいしくいただきました。
この食育を通して、食材を仕入れ、料理をし、販売するということを学び、お金の大切さや
料理を作って売ることの大変さ、売れた時の喜びなど知っていただけたことと思います。

お買い物サポートカー
大好評、運行中！！
お買い物サポートカー
大好評、運行中！！

●   8日（金） 組合員の声を活かす委員会
●14日（木） 組合員理事協議会
●15日（金） 産直認証会議
●22日（金） 理事会
●30日（土） ふれあい交流会
　「コープ牛乳のふるさとへ行こう！」

当選者は、下記に掲載しています。

１月号  ナンスケの解答
答え　「3＋1＝4」

もやしアレンジ塩麹ナムル、お助けレシピ
です。
①モヤシ１袋を洗い500Ｗのレンジで３分
位加熱し水気を切る
②熱いうちに塩麹大さじ１杯と、適量のご
ま油とおろしニンニクを混ぜ、ゴマをふ
りかける。

（大分市　藤谷千賀子さん）

くらしの知恵袋

くらしサポート事業部 移動店舗販売 ☎（097）529-7216
受付時間 ： 月曜日～金曜日 9時～17時

法人理念 地域で活躍できる環境の創造

・菌床しいたけの栽培
・イベントでの促進販売
・店舗での作業（施設外就労）
・コープおおいた及び、
関連会社からの受託作業（施設外就労）

基本方針 よりそい、支えあい、つながる

事業内容

店舗での作業
（施設外就労）菌床しいたけの栽培

2018年度 第５回 産直認証商品2018年度 第５回 産直認証商品2018年度 第５回 産直認証商品2018年度 第５回 産直認証商品

平飼い
豊の米卵（赤）

日出町  鈴木養鶏場日出町  鈴木養鶏場

平飼い
「有精卵」（赤）

産直
たまご（白）

日出町  鈴木養鶏場日出町  鈴木養鶏場日出町  鈴木養鶏場日出町  鈴木養鶏場

１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５回産直認
証会議」で認証された商品は
以下のとおりです。

臼杵市  JAうすきたまごファーム臼杵市  JAうすきたまごファーム

産直
たまご（赤）

産直
たまご（白）

臼杵市  JAうすきたまごファーム臼杵市  JAうすきたまごファーム

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 畜産・水産・
たまごの産直品

産
直
マ
�
ク

〈お買い物サポートカー ご利用の流れ〉

ご利用されるにはコープおおいたの組合員であることが前提となります。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

下記のお問い合わせ先まで、
　①お名前　②ご住所
　③ご連絡先を
お知らせください。

担当者より
ご連絡❷

後日、
コープおおいたから
ご説明に
お伺いします。

❸
専用の送迎用車を運行し
（運転手含め乗車定員８人）、
ご自宅の近くからコープの
お店まで、無料で送迎します。

お電話で
お問い合わせ
お電話で
お問い合わせ 送迎スタート❶

●お店まで連れて行ってもらえて、
　本当に助かっています。
●車の中で知り合ったお友達との会話が楽しい。
●担当さんが玄関まで運んでくれるので、
　お米や水など一人で買い物に行った時には
　敬遠していた商品も気兼ねなく利用できて
　ありがたいです。

送迎スタート送迎スタート

長い距離を
歩けない方に、
便利です！

ご自宅近くからコープのお店まで、

無料で送迎します。
に、週に1回 決まった曜日 時間 に、週に1回 決まった曜日 時間


