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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

２月18日（月）、「県内一周大分合同駅
伝」の初日。ポカポカ陽気の中、臼杵市
役所前を通過するランナーたちを、デイ
サービスセンターにじいろ＆にじいろ
2号館の利用者さんで応援をしました。

手作りのプラカードやうちわを用意し
て、目の前を走っていくランナーに精
一杯声援を送りました。皆さんの声援
は、きっとランナーに届いたことで
しょう。

生協からの大切なお知らせとお願い生協からの大切なお知らせとお願い
●住所変更等の手続きのお願い
加入時から、住所・電話番号が変わられた
方がいらっしゃいましたら、お知らせくだ
さい。変更がされていない場合、宅配の商
品や、コープおおいたからの大切なお知ら
せが届かない恐れがあります。

●連絡係りさんの変更について
共同購入班で、2019年度連絡係りさんが
変わられる場合はお知らせください。
（学校班・ステーション班は対象外）

「　　　　 との意見交換会」を開催「　　　　 との意見交換会」を開催
２月21日（木） J：COMホルトホール大分２月21日（木） J：COMホルトホール大分

コープおおいたは大分県と結ぶ「地域包括連携協定」に「子育て支援に関すること」が掲げ
られており、その一環として「大分県福祉保健部 こども未来課」と子育て中のお母さんた
ち24名の参加のもと「意見交換会」を開催しました。子育てをしていてよかったこと、困っ
たこと、その他要望の意見を交換し、楽しく交流しました。

同世代の子育てママたちと交流でき、同
じような悩みを持っているんだなあと安
心しました。貴重な時間をありがとうご
ざいました。

大分県の子育てへの取り組みや対策、
コープおおいたの子育て事業について詳
しく説明して頂き、大変参考になりまし
た。グループ討議もグループ内の方々が
同じ世代の子どもをお持ちだったので、
共感することも多く、楽しかったです。あ
りがとうございました。

男性も話に加わるともっと「子育て日本
一」になる為にどうしたら良いか話が進
むと思います。例えば、土日祝とか…ママ
１人では子育てできません！パパも参加
できる場をつくってほしいです。

「様々な場面で子どもの成長を感じた時の喜び」はみなさん共通です。保活（保育所に入れ
るために保護者が行なう活動）の大変さやイクボス（男性の従業員や部下の育児参加に理
解のある経営者や上司のこと）を育ててほしいという意見は、実体験をもとに語っていた
だき実りある交流になりました。

コープおおいたと

大分航空ターミナル株式会社が

「包括連携協定」を締結しました

コープおおいたと

大分航空ターミナル株式会社が

「包括連携協定」を締結しました
２月27日（水）に結ばれたこの包括連携協定は相互に連携を図り、大分の空の玄関口である
大分空港で、大分県内の優れた地域産品の紹介を通じた地域の活性化を目的としています。

また、大分県のアンテナショップとして、コープおおいたのグループ会社「コープサービス
おおいた」が経営する「ぶんごの空」が大分空港内にオープンし、道の駅を中心に県下６ブ
ロックに分け、ブロックごとに優れた逸品をご紹介しています。同日、記念イベントとして
豊後大野市清川町の「御嶽神楽」や「吉四六ばなし」が催されました。

大分県福祉保健部
こども未来課

大分県福祉保健部
こども未来課

（株）夢ファームおおいたの
援農ボランティアを募集！

（株）夢ファームおおいたの
援農ボランティアを募集！

コープおおいた関連会社コープおおいた関連会社

農業法人「（株）夢ファームおおいた」は2015年に（有）清川ふるさと物産館夢市場とコー
プおおいたが出資し、設立しました。現在はトマトやサツマイモ、桃をはじめとする農作物
の生産や販売を行なっています。
農作物の栽培や収穫の時期が重なる等の時は、人出不足のため作業がすすまないことがあ
ります。そこで一緒に農作業のお手伝いをしていただける組合員さんを募集します。農業
に携わりたい方、野菜作りが好きな方、農業や農作物についてもっと知りたい方…援農
ボランティア（消費者が農家へ足を運び、農作業をお手伝いしながら農業を学び、楽しむ取
り組みのこと）に参加してみませんか？農業未経験の方でも大歓迎です！募集に対し、参
加できる日、時間のみでも構いません。ぜひ、お気軽にお申込みください。

（1）優れた県産品の普及拡大に関すること
（2）大規模災害時の防災・災害支援活動に関すること
（3）地域産品の普及拡大にあわせ、観光資源や特色のあるイベントの紹介に関すること

【日　時】 ４月16日（火） ９時（第１組スタート）　【定　員】 70名
【場　所】 大分東急ゴルフクラブ （大分市大字広内字払川227-1）
【競技方式】 男女混合 ダブルぺリア方式
【表　彰】 入賞、飛び賞、ニアピン、ドラコン、お楽しみ賞等、多数ご用意しています。

【プレー代】 セルフプレー　おひとり6,800円（税込）
※食事代込みですが、追加分やその他飲食代も各自清算です。

①氏名　②組合員番号　③住所　④電話番号　⑤参加される方全員の氏名、年齢、性別

申込締切：４月３日（水）の消印有効

お問い合わせは、広報課 ☎（097）524-0119

毎年恒例となりました「コープおおいた 組合員親睦ゴルフコンペ大会」。
ご好評につき、今年も開催させていただきます。ぜひ、ご参加ください！

〒870-0278
大分市青崎１-９-35
コープおおいた「ゴルフコンペ」係

097-524-0129ハガキ
の場合

FAX
の場合

スマホ
の場合

お問い合わせは、理事会事務局 ☎（097）524-0120お問い合わせは、組合員活動G ☎（097）524-0118

応募要項をご記入の上、お申し込みください。

ご連絡は、配達担当者または最寄りのセンター、
もしくは最寄りの店舗サービスカウンターまでお知らせください。

お問い合せは、組合員活動G ☎097-524-0118まで

●作業場所…夢ファームおおいた（豊後大野市清川町・現地集合）
●作業内容…土づくり、種まき植え付け、草取り、収穫、出荷準備等（予定）
●援農の作業日時や作業内容は都度Facebookを通じてお知らせします。
　（Facebookを利用可能な方に限らせていただきます。）　
●事前に見学及び、説明会を行ないます。
●交通費等のお支払いはございません。

右記QRコードより、ご応募ください。※詳細をご確認ください。
後日、担当者よりご連絡致します。

援農ボランティアのお申し込みにあたって、
以下の内容をご確認ください。

原子力発電所再稼働に対する意見書を
内閣総理大臣へ送付しました

原子力発電所再稼働に対する意見書を
内閣総理大臣へ送付しました

東日本大震災から８年が経過し、被災地は「風化」と「風評被害」に未だ悩まされているにも
関わらず、本来優先されるべき恒久的な対策が置き去りにされ、再稼働を前提としたエネ
ルギー政策が淡々とすすめられています。
今回、当生協理事会では、2013年、2016年の総代会特別決議をもとに改めて論議をす
すめ、未来に不安を残さないための施策を最優先することを重視したエネルギー政策を遂
行していただくべく、３度目の意見書を内閣総理大臣に対して送付することを決定し、２
月に送付いたしましたので、お知らせいたします。

詳しい意見書は
コープおおいたホームページにて、ご覧ください。

コープおおいたホームページ▶お知らせ・イベント▶組合員親睦ゴルフコンペ

参
加
者
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ら
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想
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協定内容

コープおおいたHP▶お知らせ・イベント▶原子力発電所再稼働に対する意見書

随時受付中

「虹のたより」の応募に関していただいた個人情報につきましては、該当するイベント以外の目的には使用しません

第１次締切
４月７日（日）

随時受付中

「第４回 コープおおいた

組合員親睦ゴルフコンペ」参加者募集中！
「第４回 コープおおいた

組合員親睦ゴルフコンペ」参加者募集中！



●組合員数…168,225世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…5,809,830千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

２月のコープおおいた

４月の主な予定

パズル・くらしの知恵袋　応募方法

２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）安東さえ子様、渡辺久美子様、ぽろん様、はまはま様　（佐伯市）まろんちゃんママ様、みやこわすれ様　（宇佐市）加口千秋様　（中津市）紫式部様　（国東市）ふそだ様　（玖珠町）知霞様

▶

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（Cataro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「　  黒棒ドーナツ棒」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「  　国産果汁100%フ
ルーツゼリー」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４月25日（木）［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。

●12日（金） 組合員の声を活かす委員会
●13日（土） 親子体験スクールin清川
　　　　　　（開校式）
●16日（火） 組合員親睦ゴルフコンペ
●19日（金） 組合員理事協議会
●20日（土） 親子で作って食レポ
●26日（金） 理事会
●27日（土） 親子体験スクールin清川
　　　　　　（2回目）

当選者は、下記に掲載しています。

２月号  クロスワードの解答
答え　「シチユー」

「　 白だし」に酢を加えて、一夜漬けにしま
す。きゅうり・大根・キャベツ、袋に材料を入
れて少し揉んで冷蔵庫に入れておきます。
漬かり加減は、お好みで。
（大分市　ちいぱっぱさん）

くらしの知恵袋

お友だちと一緒に

「組合員活動」始めませんか？  
お友だちと一緒に

「組合員活動」始めませんか？  
「組合員活動」は、組合員さんが自主・自発的に「食（商品）、環境、子育て、
福祉、平和、くらし（文化・スポーツ）」について、“やりたいことを楽しみ
ながら”学習や活動を行なっていきます！

「組合員活動」のお申し込みはホームページ、またはお電話にて！
お問い合わせは、組合員活動G ☎（097）524-0118

コープの商品・情報を

もっと知りたい！！
コープの商品・情報を

もっと知りたい！！

かんたん！

　おいしい！
かんたん！

　おいしい！

コープ別府店
コープつくみ

営業時間
変更のお知らせ

コープ別府店
コープつくみ

営業時間
変更のお知らせ

電子マネー　　　　　　

４月１日（月）よりいよいよスタート！
電子マネー　　　　　　

４月１日（月）よりいよいよスタート！

かたろかたろ

ポイントを貯めるポイントを貯める

２▶
ポイントポイント 100円100円100100

ポイントポイント
＝200円

お買い上げ

（本体）

現金でのお支払いは、
お買い上げ200円（本体）ごとに１ポイントです。

電子マネーCataroで支払うと、
200円（本体）ごとに２ポイント！

お買い物前の
チャージで
お買い物前の
チャージで

Cataroカードは
お財布代わり！

Cataroカードは
お財布代わり！

電子マネーCataroの
お支払いで

電子マネーCataroの
お支払いで

小銭いらず・簡単で
スピーディー！

小銭いらず・簡単で
スピーディー！

ポイントが
どんどんたまる！

ポイントが
どんどんたまる！３つのポイント３つのポイント

ポイントを使うポイントを使う

貯まったポイントは
100ポイント＝100円とし、
コープのお店のお買い物に

ご利用できます。
（ご利用は100ポイント単位）

いつもコープの店舗をご利用いただき、ありがとうご
ざいます。
誠に勝手ながら、2019年４月１日（月）より一部店
舗の閉店時間を変更させていただきます。
対象店舗と変更時間は以下のとおりです。

商品のこと、サービスのこと、組合員さんが日々
向き合うさまざまなこと、そういったコープの多
用な活動を、さまざまなコンテンツを通じて発信
しています。

「　　　 コープの

レシピ」公開中！
「　　　 コープの

レシピ」公開中！
コープ商品を使った、多様な料理レシピが
そろっています。体にうれしいレシピや、離
乳食・幼児食のレシピも！

他店舗につきましては、営業時間の変更はございませ
ん。組合員の皆さまには何卒ご理解くださいますよ
う、お願い致します。

2019年４月１日（月）より
閉店時間が変更になります

コープ別府店

コープつくみ

午後10時  ⇒ 午後9時

午後9時30分 ⇒ 午後9時

わいわいクラブ

組合員活動参加の第一歩の場
お友だちと一緒に、コープ商品のお試しをして

感想をお聞かせください

コープ委員会

積極的・主体的な組合員活動の場
交流会やイベント企画の開催などにも

チャレンジできます

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

・どんな商品か気軽にお試し！
・おいしいコープ商品を探索してみよう！
・おしゃべりタイムを「くみかつ」に！

・親子でおやつ作りやお手製味噌づくり
・ガーデニングやハンドメイド雑貨づくり
・APUの学生と交流会の開催など

●組合員３名以上でお申し込みいただけます。
●同じメンバーで年１～５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。

●組合員３名以上でお申し込みいただけます。
●年８回以上の活動と、年３回の「つどいの会」へ参加します。
●活動補助費を生協からお渡しします。

「　  セフター」のお試し
ニョッキグラタンを作って、
「　  くっつかないアルミホイル」をお試し

電子マネー
Cataroの

00000000-0-0000000000-0-00

00000000000000000000000000000000

000000000000

組合員番号

カード番号

PIN番号

©2012 CO・OP共済コーすけ

かたろ

例
えば

例
えば

コープおおいたHP
▶お知らせ・イベント
▶組合員活動募集

申し込み
専用サイト

電子マネーCataroの
お支払いで

電子マネーCataroの
お支払いで

※コープのお店でのみ
　使用できます。

コープのレシピ 検索検索COOP WEB PROJECT 検索検索

※活動補助費の使い方にはルールがあります。詳細についてはお問い合せください。


