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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

６月15日（月）、「組合員活動研修 in 清
川」を実施しました。清川の畑で下草刈
り・脇芽取り・誘引、そして野菜の収穫！
今回は普段、畑作業に携わっていない職
員も参加しました。
脇芽取りはいざ自分でやってみようとす
ると、区別が難しいものです。全て一つひ
とつお世話されている過程をみると、お
店で手に取る野菜も大切にいただきたい
となと感じます。

新型コロナウイルス感染症拡大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います。

コープおおいたが担う「はじめてばこ」のお届けは、2019年６月のスタートからおよそ１
年が経過しました。この１年で「はじめてばこ」は5,000件以上のお申し込みをいただき、
2020年６月時点で約4,700件のお届けを完了しています。
お届けしたご家庭のうち、約81%の世帯がコープおおいたへのご加入・商品説明などをご
希望され、その結果これまでに1,100世帯がコープの宅配利用を開始しました。
今後も大分県に生まれてくるすべての赤ちゃんとそのご家族を祝福し、感謝の気持ちも
いっしょに「はじめてばこ」をお届けしていきます。また、地域の子育てや日々のお買い物
のお役立ちができるよう取り組んでまいります。

７月17日（金）、18日（土）の２日間、サービス付き高齢者向け住宅「彩（いろどり）臼杵」及
び、デイサービス棟の内覧会を行いました。心配された天気も両日ともに晴天に恵まれ、多
くの方に来場いただく事ができました。
新型コロナウイルス感染症拡大の問題もあり、行政、医師会、近隣事業所、関わりのある地
域のみの案内だったのですが、初日は164名、２日目179名、合計で343名の来場者があ
りました。「広くて綺麗な住まいですね」「すごく考えて施設を作っていますね」など、期待
を込められた感想をいただいています。
７月末日現在、全39室の内16室入居が決まり、その他にも数件入居希望者の方がいらっ
しゃいます。地域福祉を担う一員として、職員一同頑張ってまいります。

「はじめてばこ」のお届け対象者

※プレゼントの
　内容は時期に
　よって変更に
　なります。

TOS はじめてばこ

「はじめてばこ」の開始から

１年が経過しました

「はじめてばこ」の開始から

１年が経過しました
　　　　「彩（いろどり）臼杵」の

内覧会を行いました
　　　　「彩（いろどり）臼杵」の

内覧会を行いました

サービス付き
高齢者向け住宅

サービス付き
高齢者向け住宅

「はじめてばこ」とは？

2019年４月２日から2021年４月１日の間に生まれ、
大分県内に住民登録された赤ちゃん。
※誕生日から６カ月以内にお申し込みください。

https://www.tostv.jp/hajimetebako/#description 全国よりあたたかい
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全国よりあたたかい
支援をいただいています

コープこうべ様から
古タオルをいただきました

JAふくしま未来様から
支援金をいただきました

コープおおいたから
支援金と支援物資を一緒にお届けしました

7月27日（月）
日田市天ケ瀬地区と中津江避難所にて炊き出しを実施

7月27日（月）
日田市北友田地区にて泥のかきだし作業

7月30日（木）
宝泉寺温泉街（九重町）にて土嚢運び

コープおおいたの
支援活動を
右記で公開しています。

「令和2年7月豪雨」

コープおおいた
ホームページ

施設紹介や
ご入居希望は
こちら

コープおおいた
facebook

８月１日（土）

入居開始

大分県内で生まれた赤ちゃんに
「生まれてきてくれてありがとう」と感謝の気持ちを込めて、
お祝いの品々をお届けするTOSテレビ大分の企画です。

豪雨水害直後より、全国の協同組合のみなさまより励ましやお見舞いの声をいただいてい
ます。JAふくしま未来様からは支援金を、コープこうべ様とコープおきなわ様からは支援
物資を頂戴しました（2020年７月28日時点）。お預かりした支援品は、コープおおいた
から拠出した支援金や支援物資とあわせて被災地へお贈りさせていただきました。
また、災害支援に延べ90名の職員を派遣し、炊き出しや災害ゴミの撤去、泥のかきだし、土
嚢の撤去の作業支援を行いました（2020年７月30日時点）。
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７月22日（水） 参加者：３組７名７月22日（水） 参加者：３組７名

お問い合わせ・ご入居希望は

サービス付き高齢者向け住宅 「彩（いろどり）臼杵」
〒875-0023  臼杵市大字江無田280-2

☎（0972）62-8110
（受付時間）月～金曜 8時30分～17時30分

「オンライン食育講座」を

開催しました
「オンライン食育講座」を

開催しました

zoom

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、組合員が集まる活動が困難な今、食をとお
して楽しいコミュニケーションの場をつくることを目的に、オンライン会議システム
「Zoom」を使った食育講座を開催しました。
当日は２歳以上のお子さんと保護者を対象に、「　 ホットケーキミックス」を使って簡単
にできるクッキーづくりと、焼き上がるまでの時間で交流を行いました。
クッキーづくりでは、においや色・感触の変化など五感を使った体験に大興奮。最初は緊張
気味だったお子さんも、作業が進むにつれて「いい香りがする」「生地の感触が気持ちいい」
と声を出して楽しんでいました。
「今まで気になるイベントがあっても、こどもが小さいので申し込みを躊躇していたが、オ
ンラインだから参加できた」とよろこんでいただきました。今後もオンライン企画を継続
して取り組んでまいります。
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７月のコープおおいた

９月・10月の主なスケジュール
  9/   4（金） 産直認証会議
  9/11（金） 組合員の声を活かす委員会
  9/18（金） 組合員理事協議会
  9/25（金） 理事会

10/   9（金） 組合員の声を活かす委員会
10/16（金） 組合員理事協議会
10/23（金） 理事会

かき氷の氷を作る時、水に砂糖を混ぜて凍ら
せてから削ると柔らかいかき氷ができます。

（大分市：ソーダさん）

クレンザーを使ってシンクなどを磨くときは、
スポンジではなくラップを使うと良いです。

（大分市：そらこさん）

くらしの知恵袋

●組合員数…176,134世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,191,349千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

７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）藤原成樹様、曽根崎洋子様、ままれもん様、えだまめちゃん様、さおり様、のんたた様　（由布市）あかね様　（豊後高田市）ハピネス様　（豊後大野市）ウォーターリリー様　（中津市）はなババ様

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「　 普通に炊ける十種雑穀」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「 　大山乳業の特選牛乳を
使ったふんわりドーナツ」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。

７月号  シークワーズ
答え　「ストロベリー」

▶
９月25日（金）

〒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９月25日（金）［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。

くらしの知恵袋

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）

240,169kg 1,219kg 約691.4kg 88.9% 698kg 約1,679kg 約10,032ℓ

   ６月までの

リサイクル
回収実績

改善しました

コープおおいたのホームページから

商品情報が検索できるようになりました商品情報が検索できるようになりました

宅配カタログの次回企画の食品情報を検索できる機能をホームページに追加しました。
いつでも、どこででも検索できるようスマートフォンの画面にも対応し、組合員サービ
スの充実をすすめます。

配達週から、５週先の企画予定が検索できます。

この体験農場は「たべるたいせつ！」「親子のコミュニケーション」を大切に、畑の準備から
収穫に向け育てる喜びを親子で体験することを目的としています。本来であれば全７回の
予定でしたが、今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、植え付けからお世話ま
で（株）夢ファームおおいたの従業員とコープおおいたの職員で行い、組合員に体験いただ
くのは今回の収穫１回のみとなりました。
当日はウイルス予防対策を施し、清川の圃場へ。子どもたちは「あったー！」と歓声をあげ
ながら真剣な眼差しでトマトを収穫し、その場でガブリッ！インゲン、ナス、ピーマン、オ
クラ、スイートコーン、じゃがいも、たくさんの夏野菜の収穫を行いました。収穫した野菜
は参加者で分け、残りは大分健生病院が運営する「こども食堂」にお届けしました。
お昼には、朝採りした野菜をポトフやピーマンの塩こんぶ和えにして食べました。お子さ
んもたくさんおかわりをして、自分たちで収穫し食べる喜びを感じられたのではないで
しょうか。保護者も「こんなに野菜を食べるなんて」と驚きの声や、「収穫体験だけでなく、
他の行程もやりたかった」と残念がる声も。
今回は野菜の成長過程を見られませんでしたが、スタッフとしては元気な笑顔や前年に続
き参加されたお子さんの成長も見られて、とてもうれしくなりました。
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７月18日（土） 参加者：８組27名７月18日（土） 参加者：８組27名

親子体験スクール●清川親子体験スクール●清川in

原因として、香辛料として配合した八角※の風味が違和感
につながっていると思われるため、八角を白こしょうに
変更しました。その結果、独特の風味は無くなり、お子さ
んでも食べられる味にしました。
※八角とは星形でスターアニスとも呼ばれ、中華料理や台湾料理に使用
される香辛料です。独特の甘く強い香りで、味は苦みがあります。

組合員
の声 以前の商品と比べて、味に違和感があります。

香辛料を変更しました

組合員の声に応えて改善しました組合員の声に応えて改善しました

改善しました

「カタログの写真と、まったく違う大きさでした」との組
合員の声をいただきました。しかし、１枚ごとの大きさ
に差があり、サイズを表記することは難しいので、商品
が盛られた皿のサイズを記載し、大きさをイメージして
いただけるようにしました。

組合員
の声 カタログの写真と、まったく違う大きさでした

商品名：「ごつごつイカ天五目入り」 105g（7枚）

皿のサイズを記載し、大きさを
イメージしていただけるようにしました

改善しました

組合員の声をいただき、さいの目切りにしていたカボチャから、さらに小さく刻んだ
カボチャを入れるように改善しました。

組合員
の声 子どもがカボチャの皮をのどに詰まらせました。

商品名：「　   ５種の国産野菜のミニハンバーグ

（ひじき入り）」 240g（12個入）

細かくしたカボチャを入れました

コープおおいたの
ホームページから
「MENU」をクリック

「コープの
商品について」を
クリック

「コープの
商品について」を
クリック

商品名：「　   回鍋肉の素」 100g（3～4人前）


