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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

パークプレイス大分にて開催された「ママ
フェス」に参加しました。ブースではコープお
おいたの「LINE」にお友達登録していただい
た方を対象に、お菓子のつかみ取りやミック
スキャロットの試飲を行ないました。
子どもたちはお菓子を嬉しそうにつかみ、こ
ちらまで楽しくなりました。当日、約130名
の方に登録していただきました。
コープおおいたの「LINE」はイベントやレシ
ピ、キャンペーン情報をお届けしております
ので、是非ご登録ください。

臼杵市野津町にある「はしもと農園〈（有）ベストクロップ〉」にて、2019年度 第１回産直
交流会を行ないました。
はじめに代表取締役の橋本 文博さんより挨拶をいただき、パプリカ栽培の難しさや歴史
について教えていただきました。その後、収穫体験をするためにハウスの中に入りました
が、中は少し蒸し暑く参加者は汗が止まらない様子でした。収穫する際、固いパプリカの茎
に子どもたちは苦戦していました。また、ハウス内は機械が自動で日除けの調整、水分量の
調整をする等、農業の自動化が進んでいることを感じました。
収穫体験後、パプリカを使ったドライカレー、煮びたし、鯵の南蛮漬けを参加者全員で試食
しました。子どもたちは夢中で食べており、パプリカのおいしさを味わっていました。
今回の産直交流会では実際に訪問し、生産者の皆さんとお話しすることでお互いの顔が見
える貴重な機会となり、おいしい野菜を育てるために多くの苦労があることを学びました。

産直交流会
　 はしもと農園
産直交流会
　 はしもと農園

６月８日（土） 参加者：38名６月８日（土） 参加者：38名

コープおおいた 環境活動コープおおいた 環境活動

宅配（個人宅配・共同購入）の注文宅配（個人宅配・共同購入）の注文

６月13日（木） 参加者：112名６月13日（木） 参加者：112名

▶
イ
ベ
ン
ト

　

カ
レ
ン
ダ
ー

　

Q
Ｒ
コ
ー
ド

▶「
L
I
N
E
」

　

Q
Ｒ
コ
ー
ド

６月10日（月）６月10日（月）

T・ジョイパークプレイス大分にて、毎回大好評の「親子de楽しく映画館で読み聞かせ」を
行ないました。今回も「オーマッシュ♥」に「ザ・キャビンカンパニー」の新作絵本「おっぱい
のたび」「オフロケット」に加え、「ケチャップれっしゃ」「だいおういかのいかたろう」の読
み聞かせしていただきました。
最後の「だいおういかのいかたろう」に出てくる、いかたろうダンスに子どもたちは興奮し
て自分の席から立ち上がり元気に踊っていました。
次回の読み聞かせは10月24日（木）を予定しており、「ザ・キャビンカンパニー」に出演し
ていただきます。噂では新作が出るかもとのことなので、お楽しみにお待ちください。
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詳しくはコープおおいたホームページの
イベントカレンダー、または「LINE」で
お知らせしていきますので、是非ご覧ください。

注文書で
牛乳２本を注文し、
その後eフレンズで
３本注文した場合は、
３本のお届けとなります。

注文書の
「今週のおすすめ欄」で
牛乳１本を注文し、
同じ商品をメニュー欄で
２本注文した場合、
２本のお届けとなります。

３本

in

2018年度
回収量の報告
2018年度
回収量の報告

約5万1,000ℓ
（前年比104.16％）

廃油回収量
（店舗のみ）

約6,014kg（200万2,662枚）
（前年比130.03％）

集品袋・カタログセット袋
回収量

約2,461kg（約98万個）
（前年比155.66％）

ペットボトルキャップ
回収量

440万596人
（前年比97.86％）

マイバッグ持参数

約2,651kg（53万200枚）
（前年比108.42％）

プラスチックトレー回収量
（店舗のみ）

約4,849kg（約24万2,450枚）
（前年比142.70％）

タマゴパックの回収量
（共同購入・個配対象）

約89万6,326kg
（前年比101.40%）

古紙類
（牛乳パックとカタログ等）

第一四半期が終了しました。供給高は44億180万円で予算比97.75％、前年比
100.32％で推移しています。
宅配事業は予算、前年ともに100％を超えて推移していますが、店舗事業は予算、前年と
もに未達となっており、依然厳しい状況で推移しています。

（単位・千円・％）

福祉事業 34,904
事業収入

113.68
前年比

102.74
予算比

2019年４月から６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

217,053
330,156
45,481
349,957
159,954
248,921
379,214
190,263

1,920,999
713,473
326,958
482,546
162,902
351,817
443,110

2,480,806
77,884

4,401,806

供 給 高
95.55
106.74
91.56
95.28
95.54
93.94
99.25
93.38
97.43
104.50
97.70
101.98
104.41
104.37
102.45
102.67
116.09
100.32

前年比
93.24
98.70
91.14
91.24
93.71
92.36
96.99
93.27
94.35
101.16
98.72
100.46
105.18
102.51
98.00
100.56
105.64
97.75

予算比

2018年度 第一四半期 経営状況報告2018年度 第一四半期 経営状況報告2018年度 第一四半期 経営状況報告2018年度 第一四半期 経営状況報告

「一人ひとりの一歩は小さいけれど、みんなの力を合わせれば大きくなる」を合言葉に、
2018年度も多くの組合員の皆さんに、コープおおいたの様々な環境活動にご協力いた
だきました。

異なる注文方法で同じ商品を
注文した場合は優先順位に従って

「追加」ではなく、注文が「上書き」される
仕組みとなっています。

同じ注文方法で商品が重複した場合、
数字が大きいほうが優先されます。
ただし、「0」が記入された場合、
「０」（取消）が優先されます。

例
①

例
②

〈優先順位〉 ①電話・FAX　②eフレンズ　③注文書　④いつもくん登録

※コープ大分駅店はテナント出店のため、リサイクル回収BOXの設置、廃油の回収ができず対象外となります。

２本

13第13回 親子de楽しく
映画館で読み聞かせ
13第13回 親子de楽しく

映画館で読み聞かせコープおおいた青崎本部事務所にて、「はじめてばこ」の出発式を行ないました。
「はじめてばこ」とは2019年4月より、大分県内で生まれた赤ちゃんに「生まれてきてく
れてありがとう」と感謝の気持ちを込めて応援商品をお届けするTOSテレビ大分の企画
です。コープおおいたは「はじめてばこ」をお届けする役割を担っております。
TOSテレビ大分の園田社長より、「”はじめてばこ”には赤ちゃんを迎えるにあたって必要
なグッズを入れております。商品を取り出した箱には赤ちゃんの写真、はじめての服や靴
などの思い出の品を詰め込んで10年後、20年後に振り返ってもらえればと思います。」
と挨拶をいただきました。
コープおおいた理事長の青木からは「私たちコープおおいたは子育て世代の皆様に少し
でもお役に立ちたいと思い、保育園、放課後学童クラブを運営しております。そして今回”
はじめてばこ”という素晴らしいお話をいただき、とても感謝しています。お父さん、お母
さんから喜ばれる企画を長く続けられるよう努めてまいります。」と子育て世代を応援す
る挨拶をしました。その後、テープカットを行ない、「はじめてばこ」を載せた車が出発す
るのを見送りました。
「はじめてばこ」は６月10日（月）より、順次配送を開始しています。
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生協の宅配では様々な注文方法があります。
注文を受けた際、様々なルールに従い注文数を決定しています。今回は「①異なる注文方法
で注文品が重複した場合」「②同じ注文方法で注文品が重複した場合」を例にご紹介いたし
ます（注文方法の優先順位は下記のとおりです）。

優先順位についてのお知らせ優先順位についてのお知らせ



●組合員数…170,383世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…5,819,664千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

６月のコープおおいた

８月の主な予定

パズル・くらしの知恵袋　応募方法

６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）チェリー様、りんごだいすき様、園田望様 （佐伯市）ソーラー電池母さん様 （速見郡）なっぴー様 （宇佐市）ミイちゃんばあば様、りくるいママ様 （中津市）なおっしぃ様　（豊後大野市）りんかママ様 （日田市）パワフル母ちゃん様

▶

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「　  るんるん（わいわい）スティックゼリー」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「  　鹿児島の
黒酢ドリンク8本セット」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８月25日（日）［当日消印有効］です。
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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。

●   5日（月） 夏休み！親子工作教室
●   7日（水） ピースアクションinナガサキ
●19日（月） 組合員の声を活かす委員会
●20日（火） ふくしま訪問ツアー
●23日（金） 理事会

「　　野菜の美味しいスー
プ」にお酢をひとさじと
ラー油を数滴加えると、サ
ンラータン風スープにな
ります♪お試しあれ。
（酸味や辛味が苦手な方は
少しずつ入れてお試しください。）
（速見郡　三児の母さん）

くらしの知恵袋

５月23日（木）５月23日（木）

「荒木川流域における里山の保全・再生と持続可能な観光の両立に関する実践的研究」を
テーマに研究を行なっている、立命館アジア太平洋大学のヴァファダーリ・カゼム准教授
へ助成金を贈呈しました。
※「里山保全等環境保護活動研究助成金」は、
　レジ袋削減の益金を「環境基金」として毎年積み立てています。

第４回 里山保全等
環境保護活動研究助成金
贈呈式

第４回 里山保全等
環境保護活動研究助成金
贈呈式

当選者は、下記に掲載しています。

６月号  シークワーズ
答え　「マラソン」

「平和のつどい ~平和の尊さを次世代へ~」「平和のつどい ~平和の尊さを次世代へ~」
コープおおいた主催コープおおいた主催募集

「原爆の恐ろしさ」を体感で伝えるため、広島県立福山工業高校の計算技術研究部が原爆投
下前と投下後の広島の様子をバーチャルリアリティー（仮想現実：以下VR）で再現しまし
た。被爆者から直接被爆の話を聞く機会が減っていく中、VRという新たな技術を使った、
被爆の新しい伝え方として各メディア、海外からも注目されています。
VRの開発経緯や、開発の苦労、被爆地ヒロシマへの想い等を、福山工業高校の先生、生徒を
お招きし、お話しいただきます。

申込締切：８月11日（日）の消印有効

※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、「平和のつどい」参加申込みに関すること以外には使用いたしません。

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
⑤参加人数（代表者含む）
⑥おおよその来場時間
（午前・午後）

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
▶平和のつどい

お問い合わせは、組合員活動G ☎（097）524-0118

〒870-0278
大分市青崎１-９-35
コープおおいた
「平和のつどい」係

送 

り 

先

QRコード▲

【日　程】 2019年８月17日（土）  午前10時～午後３時
（開場９時30分予定）  ※入退場は自由です。

【会　場】 明日香美容文化専門大学校
10階大ホール　・11階会場
（大分市東大道１丁目４-22）

（受付時間）月～金曜
９時～17時

参加費無料

タイムカプセル未来郵便

VR体験

そ 他 企 画の

お気軽にお問い合わせください。
（株）コープサービスおおいた      0120-056-372（受付時間）月～金曜

９時～17時

3つの
コースから
お選び

いただけます

管理栄養士が考えた健康でおいしい食事５日分を毎週日曜日にお届けします。
「普通食」「介護食」「健康管理食」の３コースを準備しており、飲み込む力が弱まった方や糖
尿病、腎臓病、人工透析中の方にもおすすめできる食事を用意しております。

※糖尿病や腎臓病の方は、ご利用される前に主治医・栄養士にご相談ください。

うす味で柔らかめに
作られた

栄養バランスの良い
食事です。

②介護食
（きざみ食・ムース食）

噛む力、飲み込む力が
弱まった方に
おすすめです。

糖尿病や腎臓病、
人工透析中の方に
おすすめです。

ムース食 カロリー調整食

①普通食 ③健康管理食
（カロリー調整・タンパク調整）

※参加される方は、事前申し込みのご協力をお願い致します。
　事前申し込みされた方には、
　試食体験無料チケットをお送りします。
※VR体験できる参加者（計13名）は、
　上記の時間でVR体験コーナーにいる希望者の中から
　当日会場内で抽選いたします。
　体験者が見ている映像は、モニターで見ることができます。

ステージ企画の
スケジュールや詳細は、
下記QRコードより

ホームページをご覧ください。

●貴重な戦争遺品・日用品の展示
　（宇佐市教育委員会所蔵）
●平和に関する絵本の読み聞かせ
●フィルム・アニメ上映
　「声が世界を動かした」「夏服の少女たち」等
●戦時中の食事を体験
　「すいとん」「芋ごはん」
　11時30分より
　〈1食／50円：平和募金充当〉
●ユニセフ体験コーナー
●タイムカプセル未来郵便
●SDGs及び平和クイズ（景品あり）
●VR体験（抽選）
　午前の部 11時20分～12時10分
　午後の部 13時40分～14時40分

普通食・介護食・健康管理食


