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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

大分縣護國神社で恵方巻に使用する海苔
を祈願していただきました。コープおお
いたの恵方巻を食べた方全員にその年の
災いを取り除き、福が招かれるよう祈り
ました。
素材にもこだわっており、一部店舗を除
きますがシャリに産直米を使用し、愛知
県産の上質海苔で巻いております。
生ネタにこだわった水産部門、種類豊富
な総菜部門の恵方巻、皆さんはどちらを
食べられたのでしょうか？

CO・OPふらいるの調理室で、疲れ切った胃腸に優しい和食料理講座を開催しました。
講師に田北調理師専門学校の小塚 順子さんをお招きし、和食の基本とともに、普段の和食
がさらにおいしくなるコツを学びました。
はじめに簡単な座学があり、レシピでよく見る「少々」は指二本、「ひとつまみ」は指三本で
つまんだ量というマメ知識や、お米のとぎ汁で大根や里芋を下茹ですると上手にアク抜き
ができるなど、普段の料理に応用できることを教えていただきました。
今回は焼きブリ大根、きんぴら酢炊き、鶏肉のみぞれ椀の３種類を作りました。和食ならで
はの丁寧な下処理を分かりやすく教えていただき、中でもきんぴら酢炊きはとても好評で
した。食欲をそそる甘酢の香りとシャキシャキとした食感に、「家でもまた作りたい」とい
う声が聞こえてきました。
今回の企画を通して学んだことを自宅で実践し、より豊かな食生活のキッカケになればと
思います。
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はじめに簡単な座学があり、レシピでよく見る「少々」は指二本、「ひとつまみ」は指三本で
つまんだ量というマメ知識や、お米のとぎ汁で大根や里芋を下茹ですると上手にアク抜き
ができるなど、普段の料理に応用できることを教えていただきました。
今回は焼きブリ大根、きんぴら酢炊き、鶏肉のみぞれ椀の３種類を作りました。和食ならで
はの丁寧な下処理を分かりやすく教えていただき、中でもきんぴら酢炊きはとても好評で
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健康に配慮した和食づくり
～ 正月明けの胃を休めましょう ～
健康に配慮した和食づくり
～ 正月明けの胃を休めましょう ～

「ふくしま物産展」「ふくしま報告会」
開催のご案内

「ふくしま物産展」「ふくしま報告会」
開催のご案内

1月24日（金）  参加者：21名1月24日（金）  参加者：21名

コープおおいたでは店舗のレジ袋収益金、宅配のリサイクル収益金を「環境基金」として積み立て
ています。今年度も「環境基金」を活用して、県内の保育園、幼稚園へ絵本を寄贈し、大分県地域環境
保全基金に寄付金を贈りました。

コープおおいたでは店舗のレジ袋収益金、宅配のリサイクル収益金を「環境基金」として積み立て
ています。今年度も「環境基金」を活用して、県内の保育園、幼稚園へ絵本を寄贈し、大分県地域環境
保全基金に寄付金を贈りました。

毎月「虹のたより」の裏面には、マイバッ
グ持参率、古紙類の回収量、袋の回収量
などのリサイクル回収実績を掲載して
おり、環境に優しい取り組みを行なって
いることが分かります。
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グ持参率、古紙類の回収量、袋の回収量
などのリサイクル回収実績を掲載して
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環境基金委員会からのお知らせ環境基金委員会からのお知らせ

1月29日（水）  参加者：７名1月29日（水）  参加者：７名

環境に優しい活動を
行ないましょう

コープおおいたは東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の被災地復興支援活動の一
環として、コープふくしまとの交流を続けています。８月にも「ふくしま訪問ツアー」を開催
し、ふくしまの現状を知り、多くの方との交流を行ないました。「ふくしま報告会」では、ツ
アーに参加された方や職員より、見て、聴いて、感じたふくしまの今を報告いたします。
また、発災以降「松川第二応急仮設住宅」に避難され、昨年の避難指示解除にともない仮設住
宅が閉所され、飯舘村に帰村された佐藤 美喜子さんより、報道等では伝わらない被災地の現
状と課題などについてご講演いただきます。

コープおおいたは東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の被災地復興支援活動の一
環として、コープふくしまとの交流を続けています。８月にも「ふくしま訪問ツアー」を開催
し、ふくしまの現状を知り、多くの方との交流を行ないました。「ふくしま報告会」では、ツ
アーに参加された方や職員より、見て、聴いて、感じたふくしまの今を報告いたします。
また、発災以降「松川第二応急仮設住宅」に避難され、昨年の避難指示解除にともない仮設住
宅が閉所され、飯舘村に帰村された佐藤 美喜子さんより、報道等では伝わらない被災地の現
状と課題などについてご講演いただきます。

日時 ３月28日（土） 10時～12時30分（予定）
会場 J：COMホルトホール大分 201・202会議室

講演／飯舘村：佐藤 美喜子さん 演題：「震災から９年 「今」を生きる」
報告／ふくしま訪問ツアー 参加職員

「ふくしま物産展」　※写真は昨年の様子 「ふくしま報告会」　※写真は昨年の様子

日時 ３月28日（土）・29日（日） 10時～17時（予定）
会場 大分駅南口 いこいの道芝生広場周辺
●コープおおいたは「OAB大感謝祭」会場内にて
　「ふくしま物産展」ブースとして出展します。

内容
飯舘村  佐藤 美喜子さん 

コープおおいたは
様々なリサイクルに取り組んでいます。
ぜひ、組合員の皆様の積極的な参加を
お願いいたします。

▼「虹のたより」 2020年2月号

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 ４～11月

累計

日出センター集会室にて弁護士の古田 奈々さんをお招きし、国民的課題学習会として憲法と
法律の関係、教育無償化、憲法改正についてワークショップ形式で学びました。
はじめに憲法と法律の関係について教えていただきました。憲法は国家権力を縛るものであ
ることなど、何となく理解していた憲法と法律の関係を明確に分かりやすく説明していただ
きました。

さらに理解を深めるため「憲法ツリー」という、私たちの生活と
憲法の関係を学ぶためのワークショップを行ないました。参加
者に日頃の悩み、願いなどを書きだしてもらい、それは憲法のど
の条文にあてはまるかを学びました。旦那さんに「弁当が必要無
いときは早く言ってほしい」という願いには「13条 個人の尊重
と公共の福祉」、「ガソリンが高い」という悩みには「25条 国民

の生存権と国の社会的任務」、その他にも「子どもに勉強してほしい」「自分の時間が欲し
い」なども、憲法にあてはめて学びました。
教育無償化においても現在の教育にかかる実際の費
用、憲法ではどうなっているのか、憲法９条改正につい
てどんな議論がされているのか、もし改正したらどう
なるか、なども丁寧に楽しく説明していただきました。
もし、憲法改正で国民投票になった時には自分の考え
で判断できるよう、普段から学んでおく必要があると
気づかされる学習会でした。

2019年12月２日（月）
大分県私立幼稚園連合会

2020年１月２3日（木）
第47回 大分県保育事業研究大会

2020年１月２4日（金）
大分県環境保全基金 寄付金贈呈式

だんごむしの生態を写真で紹介してお
り、丸くなる理由、住んでいる場所、だん
ごむしが住むことで草や木が育ちやす
い環境になることを教えてくれます。

部屋を出るときには電気を消す、歯を磨
いている間には水を止めるなどの誰に
でもできる簡単で地球に優しいことを
教えてくれる絵本です。

寄贈絵本

「みつけたよ！
  だんごむし」

寄贈絵本

「わたしがぼくが
  ちきゅうのために
  できる10のこと」

※「ふくしま物産展」「ふくしま報告会」の詳細は、
　３月初旬にコープおおいたホームページにてご案内いたします。

第３回 第３回 憲法学習会第３回 第３回 憲法学習会

「ふくしま報告会」への参加者を募集いたします。参加料は無料です。詳しくは３月初旬、コープおおいたホームページにてご案内いたします。

福島県産品の風評被害の払拭と生産者の応援を目的に、ふく
しまで生産・流通に携わっている皆さんをお招きします。
昨年は福島県産の果物、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きました。
今年も試食や交流を通して、ふくしまの「食」に触れ、「安全・安
心」を実感いただく機会として「OAB大感謝祭」にあわせて開
催します。

福島県産品の風評被害の払拭と生産者の応援を目的に、ふく
しまで生産・流通に携わっている皆さんをお招きします。
昨年は福島県産の果物、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きました。
今年も試食や交流を通して、ふくしまの「食」に触れ、「安全・安
心」を実感いただく機会として「OAB大感謝祭」にあわせて開
催します。

2020
風評被害
防止にかかる
イベント

コープおおいた環境基金委員の井上委
員長、江崎理事、賀来理事、松本理事らが
参加し、宮迫生活環境部長へ11万5千
円を贈呈しました。大分県は寄付金を環
境の保全に関する知識の普及、地域にお
ける環境保全活動に対する支援などに
活用します。



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「　  いろいろ選べるスープ&フォー」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「  　６種
の具材 五目寿司の素」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。

１月号  ナンスケ
答え　「12（３+９）」

１月のコープおおいた

３月の主なスケジュール

▶
３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３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） 産直認証会議
●13日（金） 組合員の声を活かす委員会
●19日（木） 組合員理事協議会
●27日（金） 理事会

ごまドレッシングが少なくなった時、すし酢
を加えると、ごましゃぶのタレとして無駄な
くきれいに使いきれますよ。
（中津市：ベジフルママさん）

もやしを買った時に爪楊枝で3か所くらい穴
をあけて、チルド室に入れると、少し長持ちし
ます。
（日田市：3人のママさん）

くらしの知恵袋

●組合員数…173,647世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,117,781千円
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）

71,420kg 375kg 239kg 87.80% 1，844kg 503kg 3,758ℓ

   12月の
リサイクル
回収実績

１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)成田恵美様、よこりん様、日向ぼっこ様、ふわり様、きなこ様　（国東市）高橋澄江様　（津久見市)川野恵子様　（竹田市)コスモス様　（日田市)ちー様　（佐伯市)イッシー様

４～12月
累計

改正民法が2020年４月１日より

施行（適用開始）されます
改正民法が2020年４月１日より

施行（適用開始）されます
改正民法が2020年４月１日より

施行（適用開始）されます
改正民法が2020年４月１日より

施行（適用開始）されます
宅配の商品お届けに関して宅配の商品お届けに関して宅配の商品お届けに関して宅配の商品お届けに関して
皆様からご注文いただいた商品は、福岡県や佐賀県にある商品セットセン
ター（ドライ・冷蔵・冷凍・農産）で箱詰めされます。商品の梱包についてお問
い合わせが多くありますので、よくある質問に関してお答えいたします。

皆様からご注文いただいた商品は、福岡県や佐賀県にある商品セットセン
ター（ドライ・冷蔵・冷凍・農産）で箱詰めされます。商品の梱包についてお問
い合わせが多くありますので、よくある質問に関してお答えいたします。

品温管理について（動画） QRコード

商品を詰める順番は、どう決まっているの？QQ

小さな商品でも大きい袋に入っているので、
もったいないと感じます。QQ

コープ九州 品温管理について

商品が潰れないように
仕切られた商品

AA お届けする商品の大きさや重さを事前にデー
タで登録し、保冷箱、配達箱、袋が最小になるよ
うに商品を詰めています。データに基づいて、

軽くて小さい商品や葉物野菜が上に来るように、大きく
て重い商品が下に来るように計算しています。
商品の順番をデータ化しているため、同じ商品を２個注
文した時に次の袋に入っている可能性もありますので、
ご承知おきください。

宅配で使用している袋や卵パック、牛乳パック、カタログは配達の際に回収し、
再資源としてリサイクルしておりますので、ご協力お願い致します。

AA 機械化・省人化のために自動袋掛け機を導入
し、流れ作業で梱包しております。そのため、
サイズに合った袋を導入すると手作業で別の

袋に入れ替える必要があるため、コスト増加につなが
る結果となります。

また、洗剤・芳香剤などの一部雑貨に関しては食品と
は別の袋に入れるルールのため、１点のみで袋に入っ
ている場合があります。 袋掛け機

※「リサイクル回収実績」内の矢印（　　　）は、先月比を表わしています。

3月9日（月）～3月13
日（金）の週にカタログ
に「定型約款」をセット
します。

弁当宅配を利用されて
いる方へ、3月末までに
「定型約款」をお渡しし
ます。

Cataroカード発行時にお渡しし
た、電子マネー「Cataroカード」
利用約款、ポイントサービス利用
約款をご確認ください。

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

（30％未満）
30％以上
削減

50％以上
削減

不使用 畜産・水産・
たまごの産直品

産
直
マ
�
ク

大分市
大在ネーブル
出荷組合

大分市
大在ネーブル
出荷組合

杵築市杵築市

村上農園村上農園

日出町日出町

平飼い
「有精卵」
（赤）

１月31日（金）に、コープおおいた本部事務所で開催しました。
「2019年度 第５回 産直認証会議」で認証された商品は右記のとおりです。

2019年度 第５回 産直認証商品2019年度 第５回 産直認証商品2019年度 第５回 産直認証商品2019年度 第５回 産直認証商品

宅配事業
（共同購入・個人配達）

ネーブル
オレンジ

産直
たまご（白）

平飼い
豊の米卵
（赤）

雑柑

鈴木養鶏場鈴木養鶏場

日出町日出町

鈴木養鶏場鈴木養鶏場

日出町日出町

鈴木養鶏場鈴木養鶏場

弁当宅配 店舗事業

3月末までにお渡し

民法はお買物などの契約に関するルールや事件、事故があった場合の損害賠償に関するルー
ルなどが定められており、みなさんの生活の基本となる法律です。現行民法は1896年に制
定され、約120年経っています。現代では時代遅れなルールや、重要なルールであるのに法
律で書かれていないものなどもあったため、現行民法が大きく改正され2020年４月１日か
ら施行されます。改正された条文は250以上あり、企業や個人の取引・契約に関わるルール
全般に影響が及ぶことになり、生協の事業、取引にも大きく関わる内容となっています。
日常生活において、ネット注文や、電車やバスに乗るとき、生協では宅配のカタログ注文、店
舗の電子マネー利用などの利用規則は様々な場面で使われており、民法ではこれらを「定
型約款」と呼びます。改正民法では、「定型約款」に関するルールが新しく設けられ、「定型約
款」の中の条項がどのような場面の契約内容になるのかなどの、基本的なルールが定めら
れました。
これまで、コープおおいたの様々な事業やサービスをご利用される組合員にご利用ガイド
やチラシ等で、ご利用に際してのルールや約束事をご案内してまいりました。今回の民法改
正により、生協では下記のスケジュールで利用者のみなさまに該当する事業に限り「定型約
款」をご案内します。
記載された各条項はご存じの内容であるかと思われますが、必ず目を通していただきます
よう、よろしくお願いいたします。
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