
▲「お届け明細書兼請求書」（メッセージカード）

店舗事業部より

野菜・果物・米は、農薬の使用を確認
し、地方行政団体（県など）の定めた
「作物栽培慣行レベル基準」に対して
どれだけ農薬を削減して生産される
かを、★の数でお知らせします。 慣行の基準内で栽培
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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

4月29日（水）、「コープ親子体験ス
クール in 清川」の開催予定でしたが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため開催を一部変更し、野菜の植え
付けはスタッフのみで行ないました。
植え付け後、無事に野菜の芽も出始
め、元気に育っています。参加者の皆
さんと野菜のお世話ができることを
信じて、野菜の成長を今後も見守って
いきます。

５月29日（金）にコープおおいた本部事務所で開催されました。
「2020年度 第１回 産直認証会議」で認証された商品は以下のとおりです。

2020年度 第１回 産直認証商品2020年度 第１回 産直認証商品2020年度 第１回 産直認証商品2020年度 第１回 産直認証商品 臼杵市臼杵市

はしもと農園はしもと農園
佐賀県唐津市佐賀県唐津市

大河内農園大河内農園
豊後高田市豊後高田市

和泉農園和泉農園

巨峰巨峰

日田市日田市

福澤梨園福澤梨園

ミニトマトミニトマトパプリカパプリカ

詳細はカタログにセットされる「総代選挙の公示チラシ」や、
コープおおいたの店舗やセンターで掲示するポスター、ホーム
ページにてご確認ください。総代の受付期間は７月上旬～９月
上旬頃を予定しています。

▲QRコード

７～９月上旬

９月下旬

11月

翌年3月

5月

6月

総代選挙期間

「総代決定のお知らせ」送付

秋の総代説明会（県下各地で開催）

総代参加の方針協議会（県下各地で開催）
「2020年度の振り返り」「2021年度取り組むこと（方針）」

総代説明会（県下各地で開催）
「2020年度の決算及び2021年度の予算」

通常総代会（大分市内にて開催）
※通常総代会は年に一回、県下各地の総代が一堂に会する会議で、
　コープおおいたの最高議決機関です。
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紹介動画は
コチラ！
紹介動画は
コチラ！通常総代会 総代説明会（ホルトホール大分会場） 総代説明会（コープ南大分会場）

コープおおいたの「総代」になってみませんか？コープおおいたの「総代」になってみませんか？
生協が事業や活動を行なっていくうえで、大切な役割を担う「総代」をご存知ですか？生協が事業や活動を行なっていくうえで、大切な役割を担う「総代」をご存知ですか？

募集
生協は組合員が出資、利用、運営することによって成り立っています。
「組合員みんなの組織」であるコープの運営に関わることは、組合員み
んなで話し合って決めていくことが望ましいです。

総代って、
どんなことをするの？

総代選挙公示の前月末までにコープおおいたの組合員として加入して
いれば、どなたでも「総代」になることができます！！
ただし、組合員本人でなければ、同一世帯の家族であっても「総代」にな
ることができません。

総代って、
誰がなれるの？

総代になるには、
どうすればいいの？

コープおおいたホームページから、
総代に関する情報をご覧いただけます。
是非、ご覧ください。

そこで

しかし

組合員の声をコープおおいたの運営に反映させるため、
各地域で総代（組合員の代表）を選出し、
話し合いや重要事項決定の場に参加していただきます。

コープおおいたの組合員は17.3万人を超え、
ひとつの場所に集まって話し合うことはできません。

新型コロナウイルス
感染症に関するおしらせ
新型コロナウイルス
感染症に関するおしらせ

現在、たいへん多くのご注文をいただきながら、欠品や数量制限など、ご注文通りにお届けで
きない状況が続いています。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
商品をお届けできるよう全力を尽くしておりますが、一部の商品ではご注文が在庫を大きく
上回り、やむを得ず数量を制限してのお届けや、お届けができず欠品とさせていただく場合
がございます。みなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。

現在、たいへん多くのご注文をいただきながら、欠品や数量制限など、ご注文通りにお届けで
きない状況が続いています。ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
商品をお届けできるよう全力を尽くしておりますが、一部の商品ではご注文が在庫を大きく
上回り、やむを得ず数量を制限してのお届けや、お届けができず欠品とさせていただく場合
がございます。みなさまのご理解とご協力を何卒よろしくお願いいたします。

一部店舗で営業時間を短縮しています

店舗では感染症防止の観点から、2020年5月18日から6月末日（予定）までの間、営業時間
を変更いたします。ご来店の際はマスク着用、込み合う時間帯を避け、距離を空けてお買物い
ただきますようお願いします。また緊急事態宣言の解除に伴い、営業時間やサービス内容を
一部変更・再開していく予定です。その際はホームページ等でお知らせいたします。

店舗では感染症防止の観点から、2020年5月18日から6月末日（予定）までの間、営業時間
を変更いたします。ご来店の際はマスク着用、込み合う時間帯を避け、距離を空けてお買物い
ただきますようお願いします。また緊急事態宣言の解除に伴い、営業時間やサービス内容を
一部変更・再開していく予定です。その際はホームページ等でお知らせいたします。

イベントを6月末まで、中止させていただきます

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年６月30日（火）までのイベントをやむ
なく中止とさせていただきました。各催しを楽しみにしていただいておりました皆様に、深
くお詫び申し上げます。
今後も状況により、イベントの開催中止・延期の対応をさせていただく場合がございます。
その際はホームページ等でお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2020年６月30日（火）までのイベントをやむ
なく中止とさせていただきました。各催しを楽しみにしていただいておりました皆様に、深
くお詫び申し上げます。
今後も状況により、イベントの開催中止・延期の対応をさせていただく場合がございます。
その際はホームページ等でお知らせいたします。

9：30～21：00
（当面の間）

9：30～21：00
（当面の間）

9：30～19：30 日曜定休

最終的にお届けする商品の内容は、配
達時にお届けする「お届け明細書兼請
求書」（メッセージカード）にてご確認
いただきますようお願いします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解
いただきますよう、お願いいたします。

梨梨
幸水・豊水
新高・新興
幸水・豊水
新高・新興（        ）

お買い得情報は店頭ポスター、
チラシサイト「トクバイ」にて
ご案内します。

▲コープおおいた
ホームページ

「数量制限商品」と「欠品商品」の
一覧表の確認は、コープおおいたの
ホームページよりご確認いただけます。

新型コロナウイルス感染症防止による緊急事態宣言は解除されましたが、コープおおいたでは引き続き
組合員のみなさまが安心してご利用できるように、従業員一同、健康管理に十分留意して事業を行ないます。

曜日別サービス、チケット発券は再開しまし
たが、引き続きチラシの新聞折り込み中止、
バイキング等のセルフ販売中止、商品金額読
み上げの中止は続けていきます。

曜日別サービス、チケット発券は再開しまし
たが、引き続きチラシの新聞折り込み中止、
バイキング等のセルフ販売中止、商品金額読
み上げの中止は続けていきます。

コープ大分駅店
コープ南大分
コープ下郡
CO・OPふらいる

コープ別府店
コープうすき
コープつくみ
コープ本町店（通常営業）

総代にご出席いただく会議は１年間で合計４回です。
※時期等は変更になる場合もあります。
※状況によっては開催予定を変更する場合もあります。

総代って
なに？

ピオーネ
シャインマスカット
ピオーネ
シャインマスカット

組合員活動より

詳しくは
コープおおいた
ホームページで

商品の欠品や数量制限が続いています宅配事業部と店舗事業部より



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「　 島原手延べそうめん」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「 　さばみそ煮」
をプレゼントいたします。

今月号だけ2号分の答えを掲載しています。
当選者は、下記に掲載しています。

５月号
四角に切れ
答え 「10」

５月のコープおおいた

７・８月の主なスケジュール

▶
７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７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。

7/10（金） 組合員の声を活かす委員会
産直認証会議

7/17（金） 組合員理事協議会
7/31（金） 理事会
8/11（火） 組合員の声を活かす委員会
8/20（木） 組合員理事協議会
8/28（金） 理事会

天ぷらをして油が飛び散った時は、小麦粉を
ふりかけ、古布などでふきとると掃除が楽で
す。粉が油を吸収してくれます。

（国東市：渡辺五美さん）

くらしの知恵袋

●組合員数…175,576世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,132,931千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

４月号　（大分市）吉岡明日香様、福田照子様　（杵築市）そら豆様　（佐伯市）湯らら様　（竹田市）山村はつみ様、井上幸子様　（由布市）にこにこさんさん様、aoちゃん様　（中津市）永松和子様　（豊後大野市）あやママ様
５月号　（大分市）まちゃまちゃ様、Miyu様、よっさん様、38様　（別府市）udai様、subaru様　（豊後大野市）まりん様　（杵築市）川口洋子様、うっしー様　（中津市）かなちゃん様

※新型コロナウイルスの関係により、
　変更になる場合があります。

４月号
漢字合わせ札
答え 「紅茶」

パズル当選者
当選者は右記の皆様です（順不同）。

2019年度

環境活動報告
2019年度

環境活動報告
2019年度

各種募金状況のお知らせ
2019年度

各種募金状況のお知らせ

2020年7月1日より2020年7月1日より

レジ袋有料化レジ袋有料化レジ袋有料化レジ袋有料化
マイバッグのご利用を
お願いします
マイバッグのご利用を
お願いします

2019年度にお寄せいただいた各種募金金額は、下記の通りです。
お寄せいただいた募金は関係機関の団体を通じて、災害復興支援や飢餓、貧困、平和などの
活動に役立てられています。皆様の温かいご支援誠にありがとうございます。

スーパーマーケットやコンビニなど全ての小売店を対象
に、プラスティック製買物袋無料配布中止（有料化）が始
まります。コープおおいたでは2009年３月よりレジ袋
の無料配布中止（有料化）を実施してきましたが、2020
年７月より持ち手のついたプラスティック製買物袋全て
の無料配布を中止いたします。

「東ティモールにおける新生児と母親のため
のコミュニティ保健ケアの改善」プロジェク
トに寄付します。

ユニセフ募金

「ヒバクシャ国際署名」
オンライン署名
QRコード

2020年８月、終戦から75年を迎えます。「ヒバクシャ国際署名」は被爆者の「後世の人びと
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」という想いに賛同し、全国の生協で取り組んでいる核兵器廃絶を世界に呼び掛ける署名
です。
取り組みの開始から、47都道府県240生協で267万2148名分（2020年３月20日現
在）の署名が集まっています。そのうちコープおおいたではイベント開催時や、毎年11月
に行なう店頭署名、平和をテーマに活動するコープ委員会にもご協力いただき、4,477名

2020年８月、終戦から75年を迎えます。「ヒバクシャ国際署名」は被爆者の「後世の人びと
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」という想いに賛同し、全国の生協で取り組んでいる核兵器廃絶を世界に呼び掛ける署名
です。
取り組みの開始から、47都道府県240生協で267万2148名分（2020年３月20日現
在）の署名が集まっています。そのうちコープおおいたではイベント開催時や、毎年11月
に行なう店頭署名、平和をテーマに活動するコープ委員会にもご協力いただき、4,477名

分の署名を集めました。署名にご協力いただいた皆様、ありがとうござい
ました。
10月に開催が予定されている国連総会が署名の提出日となり、署名出来
る期間は残りわずかです。右記QRコードより簡単にオンラインでの署名
が可能です。被爆者の想いを国連に届けるため、より多くの皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。
※コープおおいたでは８月末まで署名に取り組みます。

分の署名を集めました。署名にご協力いただいた皆様、ありがとうござい
ました。
10月に開催が予定されている国連総会が署名の提出日となり、署名出来
る期間は残りわずかです。右記QRコードより簡単にオンラインでの署名
が可能です。被爆者の想いを国連に届けるため、より多くの皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。
※コープおおいたでは８月末まで署名に取り組みます。

～ 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」のお知らせ「ヒバクシャ国際署名」のお知らせ

2020年度
募金番号のご案内

１口100円の募金番号 2 8 2 3

１口1,000円の募金番号 2 8 4 3

「平和のつどい」等、平和の大切さを次世代に
つないでいくための活動に充当します。

平和活動募金

１口100円の募金番号 2 8 2 0

１口1,000円の募金番号 2 8 4 0

東日本大震災以降、継続して取り組んでいる
福島の復興支援活動に充当します。

１口100円の募金番号 2 8 5 0

１口1,000円の募金番号 2 8 6 0

東日本大震災以降、福島在住の子どもたちを九
州に招く取り組みに充当します。

ふくしまっ子応援プロジェクト募金

１口100円の募金番号 2 8 5 1

１口1,000円の募金番号 2 8 6 1

ふくしま支援募金

「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、
2019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。
今年度も引き続き、ご協力よろしくお願い
いたします。

回収量の７割がトイレットペーパーや
ティッシュの実質の原料となります。コアノ
ンロール130m（S）１個276gで換算。
約230万4334ロールが再生されました。

約90万8566kg（前年比101.4％）

古紙類の回収量（牛乳パックとカタログ等）

１パック約20gとして換算。タマゴパック
として再生されました。中にはリサイクル対
象外の素材も含まれていましたが、それらは
ペレット化され繊維材料となりました。

約4,434kg 〈約22万1,900パック〉
（前年比91.5％）

タマゴパックの回収量

枚数は１枚平均５gで換算。トレー１tあたり
に原油2,400ℓ（原料＋製造するためのエ
ネルギー）が使用されています。

約2,666kg 〈約53万3,200枚〉
（前年比100.6％）

プラスチックトレーの回収量

マイバック持参率88.1%（前年より0.5％
アップ）レジ袋１枚に原油10㎖（原料＋製造
エネルギー用）が使用されています。

約416万3,030人（前年比94.6％）

マイバック持参数

回収したペットボトルキャップは回収業者を
通じて、PET原料としてリサイクルされます。

約2,192kg 〈約87万6,800個〉
（前年比89.1％）

ペットボトルキャップの回収量

１枚平均３g（333枚／１kg）として換算。
リサイクルポリ袋として再生されています。

約6,676kg 〈約222万5,333枚〉
（前年比111％）

集品袋・カタログセット袋回収量

ドラム缶に換算すると、約199本分に相当。
バイオディーゼル燃料として生まれ変わっ
ています。※コープおおいたでは燃料として
使用せず、廃油の回収のみ行なっています。

約3万9,715ℓ（前年比77.9％）

廃油回収量

「虹のたより」は隔月発行になりましたので、次号からリサイクル回収実績は合計を掲載します。

ユニセフ募金
平和活動募金
ふくしま支援募金
ふくしまっ子応援プロジェクト募金
ハンガー・フリー・ワールド支援募金

1,176,429円
10,431円
74,253円
2,300円

1,625,209円
※「ハンガー・フリー・ワールド支援募金」はハガキ等の換金実績です。

下記の募金については、年間を通じていつでも募金が出来ます。
引き続き、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
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サ
イ
ズ
と
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格 レジ袋大（３ℓ）

オードブル用
レジ袋中（２ℓ）

弁当用

※新規レジ袋はより利用しやすく、
　より環境に配慮した
　バイオマス30％を配合しています。

５円 ３円

７月より

2019年度
各種募金状況


