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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

「虹のたより2月号」を編集している12
月中旬、「師走」ということもあり、時間が
短く感じます。お店は緑と赤を基調とし
たクリスマスの売り場となり、クリスマ
スが終わればすぐに年末準備と慌ただし
い時期を迎えます。
組合員の皆様がお正月を笑顔で迎えられ
るように職員一同、準備を進めています。
2020年も皆様のお役に立てるよう努め
てまいりますので、どうぞよろしくお願
い致します。

TOSハウジングメッセにて、コープおおいたを知っていただくためのイベント「コープミ
ニフェス」と手作り雑貨などを販売するイベント「にじいろマルシェ」を開催しました。
コープおおいたのブースではコープ商品の試飲や試食、野菜販売、グループ会社の（株）
ハートコープおおいたが育てた菌床しいたけの販売、牛乳パックとトイレットペーパーの
交換会など、たくさんの催し物を行ないました。
寒い時期にピッタリの温かいスープやおでんを試食に用意したところ、来場者にとても好
評でした。子どもたちにはゼリーや綿菓子、バルーンアートをプレゼント。マルシェのブー
スではお菓子や雑貨などのかわいいものが満載で、家族で楽しめる内容となりました。
今回のイベントはより多くの方にコープおおいたを知っていただき、事業の内容や様々な
活動を伝えられるイベントでした。
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大分合同新聞社主催、SOMPOひまわり生命保険協賛の認知症キッズサポーター養成講
座が昭和電工武道スポーツセンターにて開催されました。今回の講座は小学校3～6年生
のトリニータU-12チームに所属する34人が参加しました。講師は認知症サポーター養
成講座の講師資格を持ったコープおおいた職員の高野 基治が務めました。
認知症の症状や支援方法を資料や紙芝居を使い、わかりやすく講義しました。認知症特有
の行き場所が分からなくなったり、物を盗られたと思い込んだり、元気がなくなったりす
るなどの症状の説明を行ない、その時の対処方法を子どもたちに伝えました。子どもたち
は真剣にメモを取り、集中して話を聞いていました。講座終了後、認知症サポーターの証と
してオレンジリングを渡しました。
今回の講座を通して、普段から優しい心を持ち合わせた大人に成長してほしいと思い
ます。
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12月15日（日） TOSハウジングメッセ12月15日（日） TOSハウジングメッセ

12月下旬、コープ学童クラブしもごおり、ほうふでお餅つき大会を開催しました。
毎年行なっている恒例行事ですが、初めて参加する子どもたちも多く、普段できないお餅
つきを楽しそうにしていました。大人が餅つきをしているときには「おもち！おもち！」
「ぺったん！ぺったん！」と大きな声で応援し、会場を盛り上げてくれました。
その後、おもちを団子状に成形し、あんこやきなこ、砂糖醤油など好きな味を付けて食べま
した。伸びるお餅を友達同士で見せ合い、楽しそうに過ごしていました。
最後に「おいしかった！来年もおいしいお餅が食べたい！」とうれしい声が聞こえ、準備に
携わった職員も満足そうな表情で、とても良い雰囲気の中で終了しました。
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12月26日（木） コープ学童クラブしもごおり
12月27日（金） コープ学童クラブほうふ
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大分市の明日香美容文化専門大学校で大人気企画のクリスマスパーティーを開催し、ご応募
いただいた601名の中から抽選で選ばれた500名（午前の部 250名・午後の部 250名）に
参加していただきました。会場に入ってきた子どもたちは始まるまでワクワクした表情で
待っており、お父さんやお母さんと楽しそうにおしゃべりしていました。
はじめに絵本の読み聞かせを行ない、ザ・キャビンカンパニーの「クリスマス★げきじょう」や
触れるだけで飾り付けができる、「不思議なケーキ」のパネルシアターを行ないました。子ども
たちの好奇心を刺激し、会場の様々な場所から楽しそうな声が聞こえてきました。その後、キ
ラキラした三角帽子、クリスマスベルを親子で作りました。お気に入りのシールを貼り付けた
り、好きな形に作ったりとそれぞれの個性が光る作品が出来上がりました。
みんなで踊ったり、歌ったりするコーナーでは、コーすけも登場して「ちょっとだけ体操」や
「ジングルベル」を一緒に歌い、その日一番の笑顔を見ることができました。
最後にサプライズゲストとしてサンタクロースが登場し、子どもたちは少し怖がりながらも
「ありがとう」と言いながら、クリスマスプレゼントを受け取っていました。帰り際、コーすけ
やサンタさんと一緒に記念撮影をしていた笑顔が、とても輝いていました。
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「親子deクリスマスパーティー」「親子deクリスマスパーティー」
12月21日（土） 参加者：500名12月21日（土） 参加者：500名

12月13日（金） 参加者：34名12月13日（金） 参加者：34名

生協が事業や活動を行なえるのは「平和」であるからこそであり、生協運動の原点は「平和
とよりよいくらし」です。今となっては、「平和」であることは当たり前のことですが、それ
は過去の悲惨な戦争を経て、先人たちが築きあげてきたものです。
「ヒバクシャ国際署名」は、「後世の人々が生き地獄を体験しないように、生きている間に何
としても核兵器のない世界を実現したい」という被爆者の想いから始まっています。
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11月21日（木）～11月27日（水）の期間、コープおおいた6
店舗で行なわれた署名活動では428名の方に署名をいただ
きました。署名活動にご賛同していただいた皆様、ありがとう
ございました。
「ヒバクシャ国際署名」はスマートフォン、パソコンからでも
署名できます。活動にご賛同いただけましたら、ご署名よろし
くお願い致します。
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～  被爆者は核兵器廃絶を心から求めます ～～  被爆者は核兵器廃絶を心から求めます ～
「ヒバクシャ国際署名」「ヒバクシャ国際署名」

全国の生協で集められた署名数は2,419,833筆  ［9月20日（金）時点］

コープおおいたは2016年４月より、ヒロシマ・ナガサキの
被爆者が訴える核兵器廃絶を願う「ヒバクシャ国際署名」を行なっています。

「ヒバクシャ国際署名」▶
QRコード　

「知ろう！学ぼう！
認知症キャンペーン」

「知ろう！学ぼう！
認知症キャンペーン」



無料で配布してます

パズル・くらしの知恵袋　応募方法
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「　  米と米麹の甘酒（1000㎖）」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「  　三角
ティーバッグ紅茶」をプレゼントいたします。

当選者は、下記に掲載しています。

12月号  シークワーズ
答え　「カボチヤ（カボチャ）」

12月のコープおおいた

２月の主なスケジュール

▶
２月25日（火）

〒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２月25日（火）［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。

●14日（金） 組合員の声を活かす委員会
　　　　　　大分県との子育て交流会
●16日（日） ３世代子育て交流会
●21日（金） 組合員理事協議会
●22日（土） 産直交流会
●28日（金） 理事会

薄焼き卵を作るときは、少し片栗粉を入れる
と破れにくいです。
（佐伯市：岡田裕子さん）

洗濯の粉洗剤の空き箱は、そのままゴミ箱と
して使用できます。
（佐伯市：木村さゆりさん）

くらしの知恵袋

●組合員数…173,273世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,075,798千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

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）

73,715kg 453kg 145kg 88.50% １,650kg 558kg 2,764ℓ

   11月の
リサイクル
回収実績

12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)古野ひとみ様、藤野八重美様、ましゃ様、黒土順子様、若林洋子様　（杵築市）麻植順子様　（国東市）常田憲子様　（佐伯市）坂本七恵様、岩崎泰子様　（速見郡）たじん様

４～11月
累計

「すくすくスマイル」は

子育て家族の強い味方！
「すくすくスマイル」は
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育つ育てる、子どもと家族の応援カタログ育つ育てる、子どもと家族の応援カタログ

〈募集期間〉 2020年1月16日● ～ 4月12日●〈募集期間〉 2020年1月16日● ～ 4月12日●木 日

応募方法

募金総額 6,725,519円募金総額 6,725,519円

組合員
の声

注文書が変わってから、ピンク地に白抜きで
値段が書いてあるので、見えにくいです。

2019年2月より、OCR注文書の改善の一環で、特価商品の価格をピンク地に白抜
きで案内を始めました。しかし、見づらいとのご意見を多数いただきましたので、ピン
ク下地を薄くし価格の文字を黒文字にする事で視認性を高める改善を行ないました。
改善にあたっては、注文書処理に関わるスタッフの方からご意見をいただき、コープ
九州で決定しました。
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コープおおいたでは組合員の声を商品やサービスに活かすため、
毎月１回、店舗事業本部、宅配事業本部、広報課などの各部署から
職員が参加して、寄せられた声を共有し、課題を抽出する「組合員
の声を活かす委員会」を行なっています。組合員の声から、その背
景を考え、分析し、改善や実現をするための論議をしています。
組合員の声を受け止める一つのツールとして、「よかったよ＆よく
するカード」があります。宅配では定期的にカタログと一緒にお届
けしていますが、店舗では店内入口などに設置しています。詳しく
は、配達担当者や店舗サービスカウンターへお尋ねください。

これからも生協の商品や運営に関する
ご意見やご感想がありましたら、
「よかったよ＆よくするカード」にて声をお寄せください。
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「すくすくスマイル」のカタログは、赤ちゃんから就学前の子ども
たちに向けた離乳食や幼児食はもちろん、アレルギーに配慮した
食品、お菓子や飲料など多くの商品を揃えています。離乳食や子
どもたちに向けたレシピなども紹介しており、毎日の子育てを応
援します。
「すくすくスマイル」のカタログは「赤ちゃん個配」、「子育て個配」
を利用されているご家庭へお届けしています。また、ご希望の方
にも配布しておりますので、配送の担当者もしくは最寄りの配送
センターへお申し付けください。（無料で配布しています。）
インターネット注文「eフレンズ九州」を利用すると、Webから注
文できます。ぜひ、ご登録ください！
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を利用されているご家庭へお届けしています。また、ご希望の方
にも配布しておりますので、配送の担当者もしくは最寄りの配送
センターへお申し付けください。（無料で配布しています。）
インターネット注文「eフレンズ九州」を利用すると、Webから注
文できます。ぜひ、ご登録ください！

白抜き文字を黒文字に変更し、
価格の視認性を高めました

改善
しました

STEP1.「コープ商品のある風景」告知ページに
パソコン、スマートフォンからアクセスしてください。
https://goods.jccu.coop/60photo/

STEP2.ご加入の生協名、ペンネーム、お名前、ご住所、電話番号、
メールアドレス、画像のコメントを入力し画像を投稿してください。

「eフレンズ九州」 新規登録はコチラ！
①組合員番号
②登録電話番号
③メールアドレスの
３つがあれば登録可能です！！

▲eフレンズ登録
ログインサイト
QRコード

「CO・OPぽけっと」をインストールすれば
スマートフォンから注文できます！

登録には

「コープ商品のある風景」▶
QRコード　

変
更
前

変
更
後

抽選で20名の方に、プレゼントが当たる！！！抽選で20名の方に、プレゼントが当たる！！！

「コープ商品のある風景」を

ご応募ください

「コープ商品のある風景」を

ご応募ください

「コープ商品のある風景」を

ご応募ください

「コープ商品のある風景」を

ご応募ください

台風19号 被害緊急支援
募金額のお知らせ
台風19号 被害緊急支援
募金額のお知らせ
台風19号 被害緊急支援
募金額のお知らせ
台風19号 被害緊急支援
募金額のお知らせ
皆様から寄せられた募金は日本生活協同組合連合会を通して、被害の大きかった自治体へ
義援金として贈られます。また、被災地で生活支援などを行なう民間団体などへ支援金とし
て贈る予定です。皆様からの温かいご支援、ありがとうございました。

皆様から寄せられた募金は日本生活協同組合連合会を通して、被害の大きかった自治体へ
義援金として贈られます。また、被災地で生活支援などを行なう民間団体などへ支援金とし
て贈る予定です。皆様からの温かいご支援、ありがとうございました。

コープ商品発売60周年を記念して全国の組合員から、「コープ商品のある風景」を撮影し
た画像を募集します。皆様がコープ商品を利用している風景を写真に撮って、ご応募くだ
さい。ご応募いただいた方の中から抽選で20名にコープ商品をプレゼントいたします。
詳しくは、下記QRコードよりご確認ください。

コープ商品発売60周年を記念して全国の組合員から、「コープ商品のある風景」を撮影し
た画像を募集します。皆様がコープ商品を利用している風景を写真に撮って、ご応募くだ
さい。ご応募いただいた方の中から抽選で20名にコープ商品をプレゼントいたします。
詳しくは、下記QRコードよりご確認ください。


