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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

10月５日（月）、二目川センターにて、牛
乳パックとトイレットペーパーの交換会
をドライブスルー方式で行い、計84名に
参加していただきました。
この企画は「気軽に環境活動に参加して
貰おう」という二目川エリアスタッフの
発案で実施されたものです。遠方から来
られた方や、子ども連れの方も来てくださ
り、多くの牛乳パックが集まりました。
みなさん、ご協力ありがとうございました。

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。

みんなで生協をさらに強めよう！  みんなで生協をさらに強めよう！  10～11月は「生協強化月間」ですみんなで生協をさらに強めよう！  みんなで生協をさらに強めよう！  10～11月は「生協強化月間」です

「コープおおいた 環境基金助成金」を活用してみませんか？「コープおおいた 環境基金助成金」を活用してみませんか？
コープおおいたでは、有料レジ袋やリサイクル活動の益金などを「環境基金」として積み立て、
環境活動や助成事業に取り組んでいます。大分県内で３年以上の環境活動の実績のある団体
やグループに対して、助成金を支給しています。
2021年度も、県内の団体などへ助成金を支給させていただくことになりました。
右記のとおり、募集します。

コープおおいたでは、有料レジ袋やリサイクル活動の益金などを「環境基金」として積み立て、
環境活動や助成事業に取り組んでいます。大分県内で３年以上の環境活動の実績のある団体
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令和２年７月豪雨に関する報告令和２年７月豪雨に関する報告
〜みんなのエールを被災地へ〜〜みんなのエールを被災地へ〜

令和二年七月豪雨により亡くなられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災されたみ
なさまに心よりお見舞い申し上げます。
７月17日（金）～９月５日（土）の期間、災害支援募金を実施し、宅配・店舗組合員より
7,833,006円もの支援の気持ちが集まりました。この募金金額と旧福島市 松川工業団地 
第二仮設住宅の有志の方々よりお預かりした義援金129,621円をあわせた総額
7,962,627円を10月８日（木）に広瀬勝貞大分県知事へ贈呈いたしました。
式では、青木理事長より「お互いに助け合い、つながりあう被災者支援のため、団体や地域の枠
組みを越えた生活支援、情報発信を引き続きよろしくお願い申し上げます。」とお伝えしまし
た。広瀬県知事より「資金、物資、活動の多方面から災害支援にご尽力していただき、心から御
礼申し上げます。今後も県民のくらしを豊かにするため、ともに歩みを進めていけたらと思い
ます。」とお言葉を頂きました。

※コープおおいたでは豪雨災害直後より社会福祉協議会やNPO法人などを通じて７月11日
（土）～８月12日（水）の間で、延べ102名の従業員が支援活動に参加しました。
※旧福島市 松川工業団地 第二仮設住宅のみなさまとコープおおいたは、東日本大震災以降、
仮設住宅での定期的な炊き出しやサロン活動を通して交流を深めてきました。
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●対　   象 ／ 大分県内で環境活動に取り組んでおり、３年以上の活動実績がある団体・グループ
●助成金額 ／ １団体：１件＝20万円以内
●募 集 枠 ／ ６団体以内
●募集期間 ／ 2020年10月１日（木）～11月30日（月）
●選　   考 ／ 「コープおおいた 環境基金委員会」による選考

「コープおおいた  
環境基金助成金」
QRコード▶

宅配事業本部
●秋の紹介キャンペーン
・紹介者（組合員）は「選べるプレゼント」、
紹介された方にもコープ商品をプレゼント

●新規加入の強化
・アポ活動自粛、新たにお誘いチラシを作成し、
ポスティング活動を強化
・生協に加入されていない世帯に「コープ商品のお
ためし1,000円コース」を拡める

●法人配達
・行政、福祉・教育関係、医療施設等の訪問活動

●「いつもくん」キャンペーン
●お歳暮ギフトキャンペーン
●カタログ配布停止期間の短縮
・連続未利用組合員への
カタログ配付停止期間の変更
〈現行〉11週未利用で12週目から停止
→〈新〉８週未利用で９週目から停止

店舗事業本部
●新規組合員、加入獲得キャンペーンの実施
●コープ共済おすすめキャンペーン
・共済事業部と協力し、CO・OP共済の良さを
伝え広める活動　

●「Cataroマネー」利用拡大
●販売促進計画
・コープ商品・産直品を中心に、「見て」「聞いて」
「食べて」おいしさ・こだわりを「学び」、
「伝え」「広げる」
・「コープのエシカル月間」として、
エシカル消費対象商品を「くらし応援」企画と
連動し、お知らせ活動の強化

●廃棄ロス削減
・ロス率１％削減を目指し、ツールの設置

●接客接遇向上
●事例発表共有会の準備

生活サービス事業本部
【くらしサポート事業部】
①移動店舗販売とお買物サポートカーの
　利用者拡大を通して、地域社会へのお役立ちの
　輪を広げる
②生活支援「スマイルさぽーと」の広報活動の強化
③スキルの向上や意識改革を目的とした
　研修会を開催

【共済事業部】
①加入目標：1,441件
②「店舗事例交流会」「新任共済職員研修」等、
　リモートによる開催予定の研修へ参加
③リモートによる商品説明をスタート

【福祉事業部】
①臼杵地区の体制強化、および運営の安定
②大分事業所の利用人数実績増加
③職員のサービスレベルの向上

コープおおいた環境基金委員会事務局 ☎（097）524-0122（担当：後藤・志賀） ［受付時間］月～金曜 ９時～17時 

「生協強化月間」とは昭和23年10月１日の消費生活協同組合法施行を記念し、全国の生協で10月、11月を「生協を広める強化月間」としています。
生協をさらに強めるために組合員と職員が力を合わせて取り組む期間のことです。
「生協強化月間」におけるコープおおいたの各事業部の取り組みをご紹介いたします。

募集要項

お問い合わせ

コープふくしま様より、
合計約130個の
手作りマスク・
テッシュケース・
マスクケースを
いただきました。
被災地でのサロン活動で
使用します。

10月８日（木）、みなさまからお預かりした義援金を知事へ贈呈しました。



９月のコープおおいた

11月・12月の主なスケジュール
11/   6（金） 産直認証会議
11/13（金） 組合員の声を活かす委員会
11/20（金） 組合員理事協議会
11/27（金） 理事会

12/   4（金） 組合員の声を活かす委員会
12/11（金） 組合員理事協議会
12/18（金） 理事会

レジ袋有料化でゴミ箱の袋に困っている方。
クリーニングの袋の片方を結ぶとゴミ袋とし
て使えます！どのみち、クリーニングの袋は
燃えるゴミですので、ゴミを増やすことにも
なりません！

（大分市：はなさん）

くらしの知恵袋

●組合員数…176,879世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,461,814千円
出資をもとに生協の運営を行ないます。

９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）もなか様、ビーズ様、梅木みづ代様、あくびちゃん様、生野彩香様、ちぃ様　（別府市）ちえり様　（豊後高田市）ハッチ―様　（佐伯市）ちーちゃん様、あんず様

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「　 クッキーセット」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「 　黒ごまビズ（北海道小麦
100％）」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。

９月号  ナンスケ
答え　「９（２+７）」

▶
12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12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）

403,057kg 2,045kg 約1,244.4kg 91.5% 約1,103kg 約2,701kg 約16,918ℓ

   8月までの

リサイクル
回収実績

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

コープおおいたの産直野菜は
産直認証マークで、どれだけ農薬を削減されたかが分かります

りんご

青森県 （株）青研青森県 （株）青研
（株）グリーンファーム
コミュニケーションズ
（株）グリーンファーム
コミュニケーションズ

みかん

杵築市
村上農園
杵築市
村上農園

豚肉牛肉

豊後高田市 石元牧場
竹田市 くじゅう高原牧場
豊後高田市 石元牧場
竹田市 くじゅう高原牧場

国東市ほか
安岐農場ほか４農場

国東市ほか
安岐農場ほか４農場

大分市
赤峯農園
大分市
赤峯農園
宮崎県

キリシマドリームファーム（株）
宮崎県

キリシマドリームファーム（株）

豚肉（黒豚）

山口県
深川養鶏農業協同組合

山口県
深川養鶏農業協同組合

鶏肉

大分県
（株）熊本チキン

大分県
（株）熊本チキン

鶏肉

白ネギ

大分市
赤峯農園
大分市
赤峯農園

トマト

宇佐市
ひろしま農園
宇佐市

ひろしま農園

「原子力発電所再稼働を抑止し、優先すべき恒久対策の方向性を

国民に示すことを求める署名」を内閣総理大臣に送付しました

「原子力発電所再稼働を抑止し、優先すべき恒久対策の方向性を

国民に示すことを求める署名」を内閣総理大臣に送付しました

東日本大震災から10年が経過しようとしていますが、汚染水や核のゴミ問題など、原子力発電および事故に伴う放射性廃
棄物の最終処理方法はいまだ決まっていません。また、福島第一原子力発電所の廃炉に向けての作業は30年から40年かか
ると言われています。
未来の子どもたち、孫たちに、新たな負の遺物を残さないためにも、コープおおいたでは2019年にこれからの国としての
再生可能エネルギーの方向性を明確にすることを求め、意見書を送りました。この意見書をもとに署名活動を開始し、約１
年間で10,078名の組合員、お取引先の皆さまにご賛同いただきました。
皆さまからお寄せいただいた署名は内閣総理大臣へ送付しましたので、ご報告いたします。
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棄物の最終処理方法はいまだ決まっていません。また、福島第一原子力発電所の廃炉に向けての作業は30年から40年かか
ると言われています。
未来の子どもたち、孫たちに、新たな負の遺物を残さないためにも、コープおおいたでは2019年にこれからの国としての
再生可能エネルギーの方向性を明確にすることを求め、意見書を送りました。この意見書をもとに署名活動を開始し、約１
年間で10,078名の組合員、お取引先の皆さまにご賛同いただきました。
皆さまからお寄せいただいた署名は内閣総理大臣へ送付しましたので、ご報告いたします。

豊後大野市
五清同志会
豊後大野市
五清同志会

甘 藷 里 芋

豊後大野市
五清同志会
豊後大野市
五清同志会

5 8 7 3OCR注文番号

●１月始まり
●サ イ ズ：150mm×９0mm
●価　　格：700円（税込）
●注文期間：11月2日（月）～11月13日（金）
●商品お届け：11月9日（月）～11月20日（金）

【令和３年・2021年版 県民手帳】

「令和３年 2021年版

おんせん県おおいた 県民手帳」
注文受付を開始しました

「令和３年 2021年版

おんせん県おおいた 県民手帳」
注文受付を開始しました

コープのお店で、ご予約承り中！

4～8ページ掲載商品 12月  8日（火）
1～3ページ掲載商品 12月15日（火）

※ご予約特典の特別ポイントは、倍率企画が反映されません。

ご予約締切日

商品お渡し日 12月23日（水）・12月24日（木）

2020年度

第３回 産直認証商品
2020年度

第３回 産直認証商品
2020年度

第３回 産直認証商品
2020年度

第３回 産直認証商品

ビジネスや生活に役立つ内容となっており、「大分のおいしい！」特集や
大分に関する豆知識などを収録しています。
コープおおいたでは、各店舗・宅配にて取り扱っております。

「2020年度 第３回 産直認証会議」で認証された商品は、以下のとおりです。


