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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

３月28日（木）、コープおおいた青崎
本部事務所にて４月１日（月）付で採用
となった新入協職員の研修を行ないま
した。
入協前にコープおおいたとグループ会
社で行なっている事業やサービスにつ
いて、少しでも認識を高めてもらうた
め、各事業責任者が講演。４月から生協
職員であると同時に社会人として、しっ
かり活躍していただけることを期待し
ています。

その後、グループごとに田北学院の学生と一緒にいろんな形のおにぎりを握りました。
おにぎりを握るときは食べる人のことを想像しながら作るという、つだつよしさんのアド
バイスもあり、子どもたちは家族を想像しながら一生懸命に握っていました。最後にみん
なでおにぎりを食べ、とても楽しそうでした。

GOMIGOMI
3月23日（土）、ガレリア竹町ドーム広場にて「スポGOMI in 大分大会」を開催しました。
今回のイベントはゴミ拾いに気軽に参加していただき、エコに感心を持ってもらうことが
目的です。
「スポGOMI」とは従来のごみ拾いに「スポーツ」のエッセンスを加え、今までの社会奉仕活
動を「競技」へと変換させた日本発祥のスポーツです。各チームで拾ったゴミを種類と重量
でポイントに換算し、競い合いました。今回は19チーム（総勢70名）の幅広い世代の方に
参加していただきました。
１時間という短い時間でしたが、各チームは作戦通りにゴミを拾い、競技終了時にはどの
チームもゴミ袋を膨らませて帰ってきました。重量チェックでは一喜一憂する場面があ
り、スポーツの要素を感じました。
今回のイベントを通して、環境に関心を持っていただける良い機会となりました。

昨年４月よりコープおおいたは行政（大分県）に、限られた法人（教育文化施設・福祉施設・
医療施設）への員外（組合員でない）宅配を申請し、許可を受けました。2019年３月時点で
県内の300を超える法人施設にご登録をいただいています。
施設利用者に食材やおやつなどの商品をお届けする役目をコープおおいたが担っていま
すが、施設より「食材の買い出し時間が省け、助かっている」、「おやつは安全や安心が目に
見えるものが提供できるようになり、嬉しい」といった声をいただいています。
県内には対象となる施設がまだまだ多くあります。まだご利用でない施設の方など、気に
なる点がございましたら、下記までお問い合わせください。

３月10日（日）J:COMホルトホール大分前にて、福島復興支援と風評被害の払しょくを
目的としたイベント「しんけん、ふくしまからはじめよう」を大分県とともに開催しまし
た。当日の天候は残念なことに雨となりましたが、多くの方にご来場いただき、様々な催
しを楽しんでいただきました。福島の現状と福島県産品の商品の良さを知っていただき
ました。
販売ブースでは福島県産の果物、お菓子、お酒などを用意し、来場者に商品の良さを知って
いただいたほか、別のブースでは冷えた体が温まるように福島県の郷土料理「こづゆ」の無
料配布を行ないました。

また、ステージイベントでは、司会の大野タカシさんとともに、福島県に訪問したコープお
おいた職員の現状報告や福島県の方々とのトークセッションを行ない、「福島の現状を
知っていただき、伝え広げていくことが一番の復興支援です」とお話をされました。
この言葉の通りコープおおいたは今後も福島県の復興を支援し、そして次の世代へ伝えて
いくことを継続して行なっていきます。

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）

４月23日（火）　『つだつよしのダッシュくん』
TOSテレビ大分（4ch）で15時50分から放送予定　

お問い合わせは、 法人宅配グループ ☎（097）545-7151
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３月24日（日）、CO・OPふらいる２階多目的ホールにて学校法人 田北学院と「おにぎり
学院」を共同開催し、30名の子どもが参加しました。「おにぎり学院」とは古くから親しみ
のある「おにぎり」について学び、実際におにぎりを握り、最後はみんなでおいしく食べる
食育企画です。
はじめに講師を務める、つだつよしさんより「100点を目指すのではなく、100％を出し
きって下さい」と子どもたちにお話がありました。その言葉のとおり、子どもたちは問題に
積極的に手を挙げて答えました。授業ではおにぎりが弥生時代から食べられていたことや
お米ができるまでには自然の力や多くの時間と手間が必要になることを学び、子どもたち
は真剣な表情で学んでいました。
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●組合員数…168,279世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…5,783,830千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

３月のコープおおいた

５月の主な予定
パズル・くらしの知恵袋　応募方法

３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）れんばば様、池邉紗織様、きかぴ様、りーちゃん様、みな様、だちさん様　（中津市）城井恵子様　（日田市）瀬川郁子様　（宇佐市）上田美沙様　（竹田市）きょべ様

▶

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「　  バウムクーヘン」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「  　野菜の美味しいスー
プ」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５月25日（土）［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。

●10日（金）　組合員の声を活かす委員会
●11日（土）　親子体験スクールin清川
●17日（金）　組合員理事協議会
●24日（金）　理事会
●25日（土）　親子体験スクールin清川

当選者は、下記に掲載しています。

３月号  数独の解答
答え　「14（8+6）」

テーブルにできた白い輪じみは、マヨネー
ズで取れます。マヨネーズを布につけて、そ
の部分をこするだけできれいになります。
※目立たない場所で一度確認をしてください。
（大分市　田中みち子さん）

小学校や幼稚園で子供が使う上履きにベ
ビーパウダーをはたいておくと汚れがつき
にくくなり、洗う時に落ちやすいです。
（大分市　あまぐもさん）

宅配（共同購入・個人配達）を
　ご利用の組合員さんへ
生協にご加入される際には、様々な約束事（ルール）の確認や
事業の紹介をさせていただいています。
特に宅配をご利用される場合は、一般のスーパーなどと異なる独特な約束事（ルール）があ
ります。はじめに担当者が「ご利用ガイドブック」を使い、注文書の記入方法やご利用商品
代金のお支払い方法、個配料や返品のことなどをご説明しています。

このたび、このガイドブックに記載された内容とともに現時点で運用されている細かな約
束事（ルール）を追記して、「宅配事業利用の約束事」としてご利用されている組合員
の皆さまにご案内ができるように準備を進めています。

用意ができましたら、カタログなどにセットしてご案内をさせていただきます。必ず目を
お通しいただき、内容をご確認していただきますよう、よろしくお願いいたします。

コープおおいたのグループ会社「コープキッズおおいた」では、豊府小学校区・下郡小学校
区にて「大分市民間放課後児童クラブ運営補助事業」として学童クラブを運営しています。
４月より松岡小学校区にて、「コープ学童クラブまつおか」をスタートさせました。
「コープ学童クラブまつおか」は居心地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じて、心と体の豊かな成長を支えるこ
とを目指しています。

お問い合わせは、コープ学童クラブまつおか ☎080-1704-6656まで
お気軽にご連絡ください。【平日14時30分～18時30分】

お問い合わせは、 宅配事業本部 ☎（097）524-0137

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
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※入所は松岡小学校に通う児童が対象です。

大分市大字松岡5182番地
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主な行事や活動など （一例です）
３月15日（金）に、コープおおいた本部事務所で開催しました。
「2018年度 第６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
６
2018
６
2018
６
2018
６

野菜の収穫 産地工場見学 クリスマス会 もちつき大会 農業体験 科学実験教室

定 員：45名　対 象：小学１年生～６年生

保護者が就労等やむを得ない事情により昼間家庭にいない小学校に就学する児童を対象として、放課
後に適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全育成を図ることを目的としています。入所には大分
市が定める就労証明等の条件が必要になります。

月曜日～土曜日開所 （年間開設予定日数／291日）
【休　　日】 日曜 ・ 祭日
【お盆休み】 8月13日～15日（予定）　【年末年始】 12月29日～1月3日（予定）
通 　 常 　期…下校時～18時（延長19時まで）
長期休業期間…午前8時30分～18時（延長19時まで）

開設日数

閉 所 日

開設時間

月 額：8,000円

ぜひ、ご覧
ください！！

大分市民間放課後児童クラブ運営費補助事業大分市民間放課後児童クラブ運営費補助事業

まずは配達担当者に
お声掛けください。

コープの便利

おいしいをみん
なに

おすそ分け♪


