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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

臼杵市にあるデイサービスセンターにじ
いろ、にじいろ２号館の利用者さんと県
内一周大分合同駅伝の応援に行ってきま
した。手作りの応援うちわや、横断幕を
作って一生懸命走る選手に熱のこもった
声援を送りました。その様子を見ていた
新聞記者の目に留まり、翌日の大分合同
新聞に掲載されました。
利用者さんは「選手の走りに心がときめ
き、温かくなりました。」と嬉しそうな表
情を浮かべていました。

CO・OPふらいるにて、家族3世代で参加できる子育て交流会を開催しました。保護者を対
象に大分県助産師会の佐用 百合子さんを講師に子育て講座をしていただき、子どもたち
は別室で紙皿や新聞紙を使った工作教室に参加しました。
「昔と今の子育ての違い」講座では祖父母と孫の接し方、父母と子どもの接し方を分けて説
明していただきました。昔と違い、子育ての環境や科学の進歩により子育ての方法は変わっ
ていますが、人として育ってほしい心の在り方、教育などは変わらないこと、自信をもって
子育て、孫育てを楽しんで欲しいという内容でした。その他にも子どもとおもちゃの関係性
や誤飲した時の対処法、チャイルドシートの重要性などを教えていただきました。
講演後は子どもたちが作った紙鉄砲やフリスビーを使い、楽しく遊びました。最後に全員
でパフェを作り、楽しそうに作る姿や友達、家族と話している姿はとても微笑ましい光景
でした。
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チャージについてのお知らせチャージについてのお知らせ

「すべての人の未来のために ～おおいたで見つけたSDGs～ 」の番組内で、未来を創る新
しい考え方に率先して取り組む企業としてコープおおいたが紹介されます。
これまでコープおおいたはユニセフ募金、フードドライブ、食育、エシカル消費の推進、買
い物弱者支援など、SDGsと関連する多くの取り組みを行なっております。番組では個人
でも取り組める内容もご紹介しておりますので、是非ご覧ください。
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SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称
です。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成さ
れ、地球上の誰ひとりとして取り残さないことを誓っています。
SDGsには、生協の事業・活動と強い関わりを持つ目標が多くあります。コープおお
いたも、全国の生協と引き続き持続可能な社会の実現を目指していきます。
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特別番組 出演のお知らせ特別番組 出演のお知らせ
TOSテレビ大分

大分県社会福祉会館にて、大分県福祉保健部 こども未来課 子育て支援班の大久保 博子さ
ん、小山 玄さんをお招きし、現役のお母さんと行政が直接、意見交換できる交流会を開催し
ました。県内の子育て支援制度の紹介や子育ての喜び、悩み、行政にお願いしたいことを伝
えるグループワークを行ないました。
約４年前、待機児童数536名と全国でもトップレベルであった大分県は25名までに低減
し、妊娠・出産に関する相談センターの設置、子どもの医療費助成、放課後児童クラブ、企業
のイクボス※推進など多くの施策を行なっていることを学びました。
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グループワークでは多くの方が「子どもの寝顔や笑顔を見ると癒される」「成長が見られた
時」「感謝の手紙やありがとうの言葉」に子育ての喜びを感じ、「集中しない」「仕事との両
立」「子育てが正しいのか自信が持てない」などの不安を感じていました。また、子育て支援
に期待することとして「医療費助成の拡大」「短時間だけでも利用できる託児所の設置」な
どが挙げられました。今回の交流会が、さらに子育てしやすい大分県となる一助になれば
と思います。
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職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と生活
の両立）を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業
績と結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上
司のこと。
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大分県との子育て交流会大分県との子育て交流会
２月14日（金）  参加者：28名２月14日（金）  参加者：28名

お会計をお待たせする時間を軽減するために、
専用チャージ機のご利用をお願い致します。

組合員の皆様へ
お願い

放送予定日：3月28日（土）15時～15時55分

「SDGs」とは？
エスディージーズ 国連が2030年までに持続可能な社会を

実現するために掲げた17の目標の総称です。

お会計セルフレジでは、チャージできません。

マネーマネー
かたろかたろ

注意！！

Osampo CO・OP４月号にて募集を行ないました「第５回 コープおおいた組合
員親睦ゴルフコンペ」は新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、中止致しま
す。その他、３月末日までのコープおおいたが主催するイベントはすべて中止致
します。４月以降のイベント情報に関しましてはホームページにて随時発信いた
しますので、ご確認ください。
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生協からの大切なお知らせとお願い生協からの大切なお知らせとお願い

第5回 コープおおいた
組合員親睦ゴルフコンペ 中止のお知らせ
第5回 コープおおいた
組合員親睦ゴルフコンペ 中止のお知らせ

ご連絡は配達担当者または最寄りのセンター、
もしくは最寄りの店舗サービスカウンターまでお知らせください。

お問い合わせは、組合員活動G ☎（097）524-0118
（月～金曜日 ９時～17時）

加入時から、住所・電話番号の変更がありましたら、お知らせください。
変更がされていない場合、宅配の商品や、コープおおいたからの大切なお知らせ
が届かない恐れがあります。

加入時から、住所・電話番号の変更がありましたら、お知らせください。
変更がされていない場合、宅配の商品や、コープおおいたからの大切なお知らせ
が届かない恐れがあります。

住所変更等の手続きのお願い

共同購入班で、連絡係さんが変わられる場合はお知らせください。
（学校班・ステーション班は対象外）
共同購入班で、連絡係さんが変わられる場合はお知らせください。
（学校班・ステーション班は対象外）
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イクボス
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３月１日（日）より、組合員の声にお応えして通常レジでCataroマネーをチャージできる
ようになりました。残高不足時にも、すぐにチャージすることができます。レジの職員に
チャージ金額をお伝えください。

３月１日（日）より、組合員の声にお応えして通常レジでCataroマネーをチャージできる
ようになりました。残高不足時にも、すぐにチャージすることができます。レジの職員に
チャージ金額をお伝えください。



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「　  国内麦 全粒粉ホットケーキミック
ス」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「  　
ひとくちこうや豆腐」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。

２月号  クロスワード
答え　「グラタン」

２月のコープおおいた

４月の主なスケジュール

▶
４月25日（土）

〒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４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
●17日（金） 組合員理事協議会
●24日（金） 理事会

牛乳が苦手な息子に、
コープのココアで飲ま
せています。私は牛乳と
甘酒を半々にして、おい
しく飲んでいます。
（別府市：subaruさん）

芋の天ぷらを作るときには１分半くらいレ
ンジであっためると、中まで柔らかく揚がり
ます。
（佐伯市：木村さゆりさん）

くらしの知恵袋

●組合員数…174,103世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,126,377千円
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）

69,341kg 280kg 202kg 87.80% 1,998kg 562kg 3,571ℓ

   １月の
リサイクル
回収実績

２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）すずか様、ちー様　（別府市）なっちゃん様、原郁子様、山岡貴子様　（日田市）もーもー様、ホタル様　（国東市）安松マサ子様　（津久見市）中津留幸子様　（豊後大野市）玉田美枝様

４～１月
累計

※「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。

60コープ商品60周年
～ 特別な、あたりまえ ～

60コープ商品60周年
～ 特別な、あたりまえ ～

組合員さんの声から生まれたコープ商品は2020年に60周年を迎えます。1960年に生まれたコープ商品第１号の「生協
バター」をはじめ、食品の安全や環境問題、組合員の願い、社会課題に応えて様々なコープ商品を開発してきました。他にはな
い「特別」が、くらしの「あたりまえ」になるように、これからも組合員の皆様の声を活かした、商品開発を行なっていきます。

組合員さんの声から生まれたコープ商品は2020年に60周年を迎えます。1960年に生まれたコープ商品第１号の「生協
バター」をはじめ、食品の安全や環境問題、組合員の願い、社会課題に応えて様々なコープ商品を開発してきました。他にはな
い「特別」が、くらしの「あたりまえ」になるように、これからも組合員の皆様の声を活かした、商品開発を行なっていきます。

その他にもおすすめのコープ商品をホームページでご案内しております。
気になる方は左記QRコード、または「コープ商品60周年」と検索してご覧ください。

容器ラベルを光沢のある材質から、マット加工と呼ばれる光沢を
抑えた手触りの良い材質に変更しました。
あわせて、デザインも変更しました。

COOP WEB TSUKURO  QRコード▶

組合員
の声 容器が滑りやすいので持ちにくいです。

改善
しました

商品名：「　   オリーブオイル」 400g

容器のラベルを持ちやすい材質に変更しました

組合員さんの声に応えて改善しました組合員さんの声に応えて改善しました

COOP WEBの　　　　　　  　にも掲載しています。
（https://coop-tsukuro.jp/）

◀コープ商品
　60周年
　特設ページ

コープ商品60周年

組合員活動募集ページ▶

「組合員活動」は、組合員さんが自主・自発的に「食（商品）、環境、子育て、福祉、平和、くらし（文
化・スポーツ）」について“やりたいことを楽しみながら”学習や活動を行なっていきます！
「組合員活動」は、組合員さんが自主・自発的に「食（商品）、環境、子育て、福祉、平和、くらし（文
化・スポーツ）」について“やりたいことを楽しみながら”学習や活動を行なっていきます！

わいわいクラブ

お友だちと一緒にコープ商品の
お試しをして

感想をお聞かせください

組合員活動参加の第一歩の場

●組合員３名以上（世帯）でお申し込みいただけます。
●同じメンバーで年１～５回
　（回数選択）の活動ができます。
●活動回数に応じて、活動補助費を生協から
　お渡しします。

コープ委員会

●商品や自然災害、平和に関する学習会の開催
●福祉施設へのサロン活動、手作り品の寄贈
●コープ商品の産地を見学して情報発信など

積極的・主体的な組合員活動参加の場
わいわいクラブよりも一歩進んだ
交流会や活動、イベント企画の
開催などにもチャレンジできます

●組合員３名以上（世帯）でお申し込みいただけます。
●年８回以上の活動と、
　年３回の「つどいの会」へ参加します。
●活動補助費を生協からお渡しします。

上　期／２万円+（人数×2,500円）
下　期／人数×2,500円

活動
補助費（1,000円＋人数×300円）×回数活動

補助費

●どんな商品か気軽にお試し！
●おいしいコープ商品を探索してみよう！
●おしゃべりタイムをくみかつに！

例えば
こんな活動

例えば
こんな活動

お申込みはホームページ、またはお電話にて
組合員活動室G ☎（097）524-0118 （月～金曜日 9時～17時）

変
更
前

変
更
後

アメリカ産（アラスカ）すけとう
だらの卵を使用し、隠し味に柚
子胡椒を使っています。組合員
さんからは「一口サイズに切っ
ているので、まな板が汚れず料
理にも使いやすいです。」という
声をいただいています。

無着色ひとくち明太子
［徳用］（120ｇ）

おまんじゅうのような二層仕立
てで肉汁を閉じ込めふっくら
ジューシーに焼きあがるのが特
徴です。誰が焼いても失敗しな
いのが人気の秘密です。

「食品添加物はなるべく使わない
で」という組合員さんの声に応
え、無塩せき製法で作られたロー
スハムです。お肉のうま味と食感
が特徴で、このハムを使うとサラ
ダもサンドイッチもおいしくな
るという声をいただいています。

ふんわり軽く、しっとりとした
食感、優しい風味が楽しめるバ
ウムクーヘンです。空気を含ま
せるような丁寧な生地作りと熟
練のスタッフが焼き具合を
チェックしております。

厚切りバウムクーヘン
［個包装］（９個）

使用後にごみとなる芯を省いた
トイレットペーパーです。再生
紙100％の原料で、環境にも優
しい商品です。やわらか加工を
施しており、ソフトな使い心地
に仕上げています。

やわらかワンタッチコアノン
・シングル（130ｍ×６ロール）
・ダブル（６５ｍ×６ロール）

青森県、岩手県の契約養鶏場の
新鮮な卵を使用したフリーズド
ライスープです。たまごとスー
プを合わせるタイミングや温
度、混ぜ方にもこだわっており
ます。

たまごスープ
（５食入）

ロースハム
８３g（標準６枚入）×２

ふっくらジューシー
生ハンバーグ
（４個入・400g）

※活動補助費の使い方にはルールがあります。詳細についてはお問い合わせください。
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お友だちと一緒に

「組合員活動」始めませんか？  
お友だちと一緒に

「組合員活動」始めませんか？  


