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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

東日本を中心に甚大な被害を出した台風19号
は復興支援を通して強いつながりのある福島県
にも大きな被害をもたらしました。
10月18日（金）からの３日間、青木理事長は支
援のために飲料水などの物資、支援金を「みやぎ
生活協同組合 福島県本部（コープふくしま）」
「JAふくしま未来」へ贈り届けました。コープお
おいたは今回の台風19号の被害を受け、募金
を受け付けております。宅配では11月22日
（金）まで、店舗では11月30日（土）までとなっ
ております。皆様のご協力お待ちしております。

2019年11月28日（木） CO・OPふらいるはリニューアルオープンします！！2019年11月28日（木） CO・OPふらいるはリニューアルオープンします！！

T・ジョイパークプレイス大分にて、映画館のスクリーンを使って絵本の読み聞かせを行ない
ました。ハロウィン恒例のイベントで、子育て世代にとても人気のある企画です。14回目を
迎える今回も、小さな子どもたちがハロウィンの仮装をして会場を盛り上げてくれました。
今回は絵本作家の「ザ・キャビンカンパニー」に読み聞かせを行なってもらい、新作の「どう
ぶつバンバン」をはじめ「おかしな？ハロウィン」「はっくしょん」「オフロケット」「だいお
ういかのいかたろう」の５作品を披露してもらいました。子どもたちは大きなスクリーン
に映し出される不思議な世界に夢中となり、楽しそうに過ごしていました。
読み聞かせはコミュニケーションアップ、語彙力向上に繋がるといわれており、企画を通
して親子の会話がより増えたのではないかと思います。読み聞かせ後、「ザ・キャビンカン
パニー」のサイン会も開催され、長い行列が人気を物語っていました。
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こどもっと！
お野菜大好きクッキング！
こどもっと！
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10月24日（木） 参加者：67組187名10月24日（木） 参加者：67組187名

親子de楽しく
映画館で読み聞かせ
親子de楽しく
映画館で読み聞かせ

CO・OPふらいるは1991年11月に開店して以来、多くの組合員の皆様にご愛顧いただき、地
域に愛されるお店として営業しております。この度の改装によって店舗の内外装を一新し、より
組合員の皆様にご利用いただけるCO・OPふらいるとして生まれ変わります。
店内に入り、農産コーナーから奥まで見通せるような売場で、明るく、買いやすい、清潔感のある
お店づくりを意識しています。各コーナーでは鮮度感を大切にし、今まで以上にコープならでは
のこだわり商品を取りそろえます。需要の高まっている、簡単・便利商品の品揃えや出来たて・作
りたてを提供する惣菜コーナーの充実などを行ないます。また組合員の皆様がご利用しやすい
ようイートインコーナーを設置しました。
オープンセールは、ポイント５倍進呈や、オープン記念として粗品プレゼントなどを行ないま
す。その他オープンセールならではのお買い得商品を多数、品揃えしております。詳しくは、当日
折りこみの新聞チラシやホームページなどでご確認下さい。
CO・OPふらいる職員一同、組合員の皆様に愛される地域一番店として頑張ってまいります。
ぜひ皆様のご来店、心よりお待ちしています。
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11月１日（金）
「豊の国 雇用促進フェスタ」にて
11月１日（金）
「豊の国 雇用促進フェスタ」にて

今期２回目となる「親子体験スクール in 清川」秋の部を開催しました。天気は終始雨模様
でしたが、無事に作業を終えることができました。
今回は落花生とさつまいもの収穫を主に行ないました。楽しい収穫になるかと思ったので
すが、さつまいもの「つる」の撤去作業に苦戦しました。自然を相手にする農業は簡単では
ない事を学びました。楽しそうに「つる」を運ぶ子どもたちの一方でお父さんお母さん方に
協力していただき、作業を終えることができました。さつまいもの収穫時には子どもたち
が大盛り上がりで、大きさを比べたり、面白い形を見せ合う子たちなど、それぞれの収穫を
楽しんでいました。
最後は茹でた落花生とさつまいもの素揚げを試食しました。子どもだけでなく、お父さん
お母さんにも好評で、お土産のさつまいもを使って「家でも料理をしたい」と嬉しいお声を
いただきました。
秋の部は次回が最終回となります。春の部に負けない収穫祭になることを期待しています。
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障がい者雇用
優良事業所として

表彰を受けました

障がい者雇用
優良事業所として

表彰を受けました

年齢や障がいに関わりなく働ける社会の実現を目指して、大分県労働局や大分県などが共
同で主催する「豊の国 雇用促進フェスタ」にて、コープおおいたは『（独）高齢・障がい・求職
者雇用支援機構理事長表彰 障がい者雇用優良事業所努力賞』を受賞しました。
この賞は障がい者の職域拡大・雇用改善などに積極的に取り組んでいる団体や事業所に贈
られ、コープおおいたはコープ別府店での障がい者雇用促進などが評価されました。
広瀬勝貞 大分県知事より「平素より、積極的な高年齢者および障がい者雇用に積極的に取
り組まれている事業所の皆様ならびに障がい者福祉でご活躍されている皆様へ、心よりお
礼申し上げます。大分県は引き続き、県民の皆様のご意見を伺いながら、就業ニーズに対応
した柔軟で多様な雇用の促進と、障がい者雇用に対するさらなる理解の促進を図ってまい
ります。」と挨拶がありました。
コープおおいたは今後も、一人ひとりがいきいきと働き、地域で活躍できる環境を整備し、
個々に寄り添った安全・安心なサービスの実現に取り組んでまいります。
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10月26日（土） 参加者：20組40名10月26日（土） 参加者：20組40名

大分合同新聞社主催「こどもっと！お野菜大好きクッキング！」が田北学院 田北調理師専
門学校にて開催されました。
野菜嫌いな子どもにも食べやすいレシピとハロウィンにちなんで「ハロウィンプリン」「パ
ンプキンサラダ」「野菜たっぷりミートパイ」「パンプキンスープ」の4品を作りました。
コープおおいたからは「　 成分無調整豆乳」「　 うらごしかぼちゃ」「　 10種の彩りミッ
クスベジタブル」などの食材を提供し、コープ商品の良さを知っていただきました。
普段は家族の調理に追われているお母さんや、仕事で中々料理をする時間が取れないお父
さんも、子どもと会話をしながら料理を楽しんでいました。「家でもお手伝いするね！」と
頼もしい子どもの言葉に、「本当かなぁ？」と言いつつも嬉しそうなお父さんお母さんの表
情が印象的な１日でした。　
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完成予想図

「ふらいる」とは北欧神話に出てくる「豊穣の女神」を意味したドイツ語
にちなんで組合員さんが付けました。「豊かな実りや潤いを施す女神の
ようなお店になる様に」と名付けられました。

CO・OPふらいる
名前の由来

10月19日（土） 参加者：10組34名10月19日（土） 参加者：10組34名

親子体験スクール●清川親子体験スクール●清川in



10月のコープおおいた

12月の主なスケジュール
パズル・くらしの知恵袋　応募方法

10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）)岩尾明香様、えっささーん様、佐藤彩様　（別府市）阿南茂登子様　（杵築市）音成浩美様　（豊後大野市）安部吟代恵様　（竹田市）山村加奈恵様　（宇佐市）村上優子様、中村政江様、弘山みどり様

▶

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「　  スペシャルティコー
ヒーアソート」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「  　中華料理の素３種」（種類はお任せくだ
さい）をプレゼントいたします。12月25日（水）

〒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12月25日（水）［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。

●   6日（金） 組合員の声を活かす委員会
●13日（金） 組合員理事協議会
●20日（金） 理事会

テープやシールをドライヤー
の温風で温めると、綺麗には
がれやすくなります。
（国東市：こひつじさん）

パンの袋は臭いを通しにく
いそうなので、オムツを入れ
てみたら確かに臭いません
でした。
（豊後大野市：かぼすさん）

くらしの知恵袋

当選者は、下記に掲載しています。

10月号  漢字合わせ札
答え　「煮物」

5 8 7 3OCR注文番号

●価　　格：600円（税込）　●１月始まり
●サ イ ズ：149mm×89mm
●注文期間：11月25日（月）～12月   6日（金）
●商品お届け：12月   2日（月）～12月13日（金）

●組合員数…172,150世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,055,718千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

●12月④週と⑤週（月コース）の「まごころ便」はお休みとなります。
●12月⑤週と1月①週の「いつもくん」は通常通りお届けいたします。（12月⑤週の火～金コースの配送はありません）
●12月31日（火）の大晦日一斉配達に個配料はかかりません。

【宅配】 年末年始スケジュール

【店舗】 年末年始スケジュール

年末年始のご案内年末年始のご案内宅配・店舗クリスマス・迎春商品 ご予約のご案内クリスマス・迎春商品 ご予約のご案内クリスマス・迎春商品 ご予約のご案内クリスマス・迎春商品 ご予約のご案内店舗

※コープ大分駅店は時間が変更になる場合がございます。詳しくは店頭、もしくはホームページをご確認ください。

予約締切日

12月15日（日） 12月８日（日）
1～3ページ 4～8ページ

予約締切日

12月15日（日） 12月24日（火）
おせち早期予約 その他商品（おせち）

商品お渡し日
12月31日（火）

12月30日（月）～12月31日（火）

12月28日（土）～12月31日（火）

おせち・オードブル
寿　司

その他商品

お 花

商品お渡し日
12月22日（日）～12月24日（火）全商品 
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※2020年より
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CO・OPふらいる

コープ南大分

コープ下郡

コープ別府店

コープうすき

コープつくみ

コープ本町店

12月②週：937号 配達
12月③週：938号（12月16日～20日配達分） 注文書提出
12月④週：939号（12月23日～27日配達分） カタログ配布

12月③週：938号 配達
12月④週：939号（12月23日～27日配達分） 注文書提出
１月①週：941号（１月６日～10日配達分） カタログ配布

12月⑤週：940号
カタログ配布 12月⑤週：940号 カタログ配布なし

12月⑤週：940号
注文書提出

12月⑤週：940号
配達

12月⑤週：940号 注文書提出なし

カタログ配布・注文書提出なし

12月④週：939号 配達
1月①週：941号（１月６日～10日配達分） 注文書提出
1月②週：942号（１月13日～17日配達分） カタログ配布

1月①週：941号 配達
1月②週：942号（１月13日～17日配達分） 注文書提出
1月③週：943号（１月20日～24日配達分） カタログ配布
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大晦日
一斉配達

11月号の「2019年度 上期経営状況報告」にて前年比と予算比が逆になっておりましたので、訂正致します。

「令和2年 2020年版 県民手帳」の
注文受付を開始しました

「令和2年 2020年版 県民手帳」の
注文受付を開始しました

古紙類の回収量
（牛乳パック・カタログなど） 卵パックの回収量 プラスチックトレーの

回収量（店舗のみ） マイバッグ持参率 ペットボトル
キャップの回収量

集品袋・カタログ
セット袋の回収量

廃油の回収量
（店舗のみ）

ビジネスや生活に役立つ内容となっており、「令和イチオシスポット」や
大分に関する豆知識などを収録しています。
コープおおいたでは、各店舗・宅配にて取り扱っております。

ビジネスや生活に役立つ内容となっており、「令和イチオシスポット」や
大分に関する豆知識などを収録しています。
コープおおいたでは、各店舗・宅配にて取り扱っております。

71,291kg 220kg 268.6kg 87.10% 1,222kg 505kg 2,845ℓ

   ９月の
リサイクル
回収実績

▼クリスマス ▼迎春商品

詳しくは、予約チラシかホームページでご確認いただけます。
※ご予約は店舗サービスカウンターで承ります。

【令和2年・2020年版 県民手帳】


