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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

11月３日（火）にJR大分駅 上野の森口
で開催された「アースデイおおいた
2020」に出展しました。「SDGs達成に
向けて、家庭で出来ることから始めてい
きましょう。まずはエシカル消費」をテー
マにパネル、コープ商品を展示し、エシカ
ル消費につながる様々な活動を紹介しま
した。当日はアンケート回答者にワンタッ
チロールをプレゼント。約300枚のアン
ケートを回収させていただきました。

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。

オンライン会議システム「Zoom」を使った食育企画の第
３弾を開催しました。今回は九重体験農場でとれた新米と
稲穂を事前に送付し、各ご家庭でおにぎりづくりを行いま
した。実際に稲穂を触りながら、お米のでき方やお米が口
に入るまでに沢山の人が関わっていることを学びました。
おにぎりづくりでは家にある食材で出来る「枝豆チーズち
りめんおにぎり」を作りました。包丁や火を使わず作れる
このおにぎり、簡単なのにとても美味しいです。お子さん
たちは手についたお米をつまみながら、小さな手でぎゅっ
ぎゅっとおにぎりを握っていました。
オンライン食育企画は今後も開催予定です。オンラインイ
ベント自体が初めての方も多く、開催時間も１時間程度で
す。みなさんも、ぜひお気軽にご参加ください。
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（株）コープキッズおおいた３番目の認可保育園「田中南保育園」の園舎が完成しました。　
大分市の認可保育園として、2021年４月に開園します。
「田中南保育園」では、温かく受容的な環境のもと、子どもたちが主体として育つことを大
切にしています。人や自然などにふれ、五感を豊かにする体験。生活や遊びを通して、ふれ
たり、工夫したりする体験などを支えます。南大分地域の中で自然や人と出会い、ふれあう
中で、豊かな日々を過ごしていける園を目指します。
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新年おめでとうございます。

昨年は新型コロナウイルスの感染拡大とその予防対策に追われ
た一年でした。職場だけではなく、家庭や、外出時にも注意し、感
染リスクに怯えながらの毎日が、今も続いています。ワクチンが
開発されているようですが、一日も早く、穏やかな日々を送れる
ことを祈るばかりです。

新型コロナウイルスの影響で、生協の事業や活動もさまざまな形
で自粛、中止を余儀なくされました。組合員のみなさまにも大変
なご迷惑とご不便をおかけすることになりましたが、一方で、特
にカタログ事業の宅配システムは、コロナ禍に対応することがで
き、利用点数のアップと、新規の組合員拡大につながりました。
今年も引き続き、配送品質の向上と利用継続につながる商品開発
をすすめていきます。

理事長　青木 博範

新年を迎えるにあたって
また、昨年は豪雨災害に見舞われた年でもありました。災害直後
には、大分県、全国の組合員のみなさまから多額の義援金をいた
だきました。あらためて感謝申し上げます。ありがとうございま
した。これからも、被災地、被災者に寄りそった支援活動を続けて
いきます。

最近、メディアを中心に「SDGs」のワードを目にする機会が増え
ました。誰ひとり取り残さない、誰もが安心してくらし続けられ
る地域社会の実現に向けた取り組みです。環境や福祉をはじめ、
気候変動、健康づくり、貧困、平和、食品ロスの問題など、これまで
生協が長年活動してきた取り組みでもあります。これまで同様、
これからも組合員のみなさまと一緒に、未来の子どもたちのため
に、持続可能な地域社会を築いていきましょう。

４月には、コープ南大分の隣接地に「田中南保育園」を開園しま
す。また、組合員のみなさまだけでなく、地域の誰もが、いつでも
楽しく集えるような居場所づくりを考えています。一人ひとりの
組合員のくらしに寄りそいながら、生協の将来像を描いた2030
年ビジョン「みんなのくらしに満足を！ここでくらす、コープが
ある」の実現に向け、役職員一同、精一杯がんばります。今年もよ
ろしくお願いします。

～ 九重の新米を味わおう ～～ 九重の新米を味わおう ～

「親子で食育体験」「親子で食育体験」

10月25日（日） 参加者：６組16名（おとな8名・子ども8名）10月25日（日） 参加者：６組16名（おとな8名・子ども8名）

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等を「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。
今年度も、環境基金委員会で基金の使途について協議した結果、環境基金の一部を使用し、
例年と同様に県内の幼稚園や保育園等へ環境をテーマにした絵本を贈呈することになり
ました。10月21日（水）、大分県私立幼稚園連合会にて絵本の贈呈式が行われました。
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「田中南保育園」 園舎完成！「田中南保育園」 園舎完成！

大分県では地球温暖化の防止と循環型社会の構築に向け、スーパーなどで無料配布していたレジ袋を削減するため、県下
一斉にレジ袋の「無料配布の中止」を2009年３月より実施しています。コープおおいたは削減協定に加盟しており、マイ
バックをお持ちでない方に有料レジ袋を販売しております。また、販売したレジ袋の益金は、環境保全の為の基金として活
用しています。

コープキッズおおいた 「田中南保育園」
〒870-0852 大分市田中南町３丁目12番３号 （コープ南大分隣）

☎080-2707-8464（佐藤）
（受付時間）月～金曜 8時30分～17時30分

お問い合わせ

オンライン
食育体験

身近な環境問題を身近な乗り物を使って、CO2
（二酸化炭素）とはどんな物かを分かりやすく説
明した絵本です。

今回、贈呈した絵本今回、贈呈した絵本

CO2のりものずかん／三浦 太郎

ホンダカーズ大分●
南大分店　

コープ
南大分大分県信用組合

南大分支店
●

中央消防署●
南大分分署

駐車場

●
ジェイジェイ酒店

442

●
なしか！
ラーメン

コープキッズおおいた 田中南保育園

2021年４月開園2021年４月開園



11月のコープおおいた

１月・２月の主なスケジュール
１/14（木） 組合員の声を活かす委員会
１/15（金） 組合員理事協議会
１/22（金） 理事会
１/29（金） 産直認証会議
２/12（金） 組合員の声を活かす委員会
２/19（金） 組合員理事協議会
２/26（金） 理事会

茹で卵を作る時、丸みがある方に小さなヒビ
を入れておくとツルッとむけます。

（宇佐市：てれっとかあさんさん）

出汁昆布はだしとりの後に千切りして、お醤
油、砂糖で炊いたら佃煮になります。食品ロス
にもなりません。

（宇佐市：いかチャンさん）

くらしの知恵袋

●組合員数…177,918世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,475,893千円
出資をもとに生協の運営を行います。

11・12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)友永章子さん、針宮裕子さん、jun junさん、大内公子さん、わかちゃんさん、おめぐさん （別府市）みいたろうの母さん （津久見市）えみちゃんさん （国東市）芹川一敏さん （中津市）はるとママさん

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「　  炭酸ガスの入浴剤 ４つの香り」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「 　たまごスープ」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。

11・12月号  クロスワード
答え　「ナベモノ」

▶
２月26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２月26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）

477,809kg 2,414kg 約1,524kg 92.1% 約1,317kg 約3,256kg 約19,903ℓ

   ９月までの

リサイクル
回収実績

ラベル除去の

ご協力、お願いいたします！！
ラベル除去の

ご協力、お願いいたします！！

集品袋とたまごパック集品袋とたまごパック

コープおおいたでは配達時に集品袋や牛乳パック、たまごパック、カタログのリサイクル
回収を行っています。

多くの組合員にご協力いただいておりますが、コープ九州全体で30～40%は集品袋に宛
名ラベルが貼り付けられたまま回収されています。今後、この状態が続くと、プラスチック
類としてリサイクルされずに廃棄物として処分される可能性があります。

コープおおいたでは配達時に集品袋や牛乳パック、たまごパック、カタログのリサイクル
回収を行っています。

多くの組合員にご協力いただいておりますが、コープ九州全体で30～40%は集品袋に宛
名ラベルが貼り付けられたまま回収されています。今後、この状態が続くと、プラスチック
類としてリサイクルされずに廃棄物として処分される可能性があります。

カタログや牛乳パックもリサイクル回収されると、トイレットペーパーやティッシュ等に
生まれ変わります！回収のご協力をお願いいたします。
カタログや牛乳パックもリサイクル回収されると、トイレットペーパーやティッシュ等に
生まれ変わります！回収のご協力をお願いいたします。

10月10日（土） 参加者：午前・午後合わせ21組（おとな39名・子ども41名）
11月14日（土） 参加者：午前・午後合わせ20組（おとな33名・子ども39名）
10月10日（土） 参加者：午前・午後合わせ21組（おとな39名・子ども41名）
11月14日（土） 参加者：午前・午後合わせ20組（おとな33名・子ども39名）

清川体験農場では例年、春と秋に親子対象で様々な野菜の植え付け・お世話・収穫・試食の全て
を体験していただく企画「親子体験スクール in 清川」を行っています。

今年は新型コロナウイルス感染拡大により野菜のお世話ができませんでしたが、さつまいも
の収穫体験のみの単発企画として、密にならないように開催を2日間に分け、さらに午前・午後
の２部に渡って行いました。
当日は「親子体験スクール」でもお世話になっている（株）夢ファームおおいた 時松社長のご協
力のもと、まずは機械でさつまいもがある畝を掘りおこし、抜けやすくなったさつまいもを参
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加者の方に収穫してもらいました。さつまいもが顔を出すと、「わぁ大きい！」と歓声が上が
り、１人で収穫できたお子さんは「見て！」と保護者にとれたさつまいもを得意げに見せてい
ました。
全てが収穫できたら、ツルになったさつまいもをハサミで１つずつカットし、カットしたもの
をコンテナに入れ、仕分け作業まで体験してもらいました。野菜がお店に並ぶまで生産者が
行っている作業や苦労を知っていただく機会になったのではないでしょうか。土のやわらか
さ・におい、さつまいもの実り方に驚いたお子さんも多かったようです。
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組合員活動スタッフ募集！組合員活動スタッフ募集！
コープおおいたでは８つのエリアに分かれて、組合員のくらしに役立
ち、楽しんでいただけるような企画を開催しています。
企画運営に一緒に取り組んでいただけるスタッフを募集しています。

コープおおいたでは８つのエリアに分かれて、組合員のくらしに役立
ち、楽しんでいただけるような企画を開催しています。
企画運営に一緒に取り組んでいただけるスタッフを募集しています。

プラスチック類のリサイクル回収に関するお願い

主な活動内容

選 考 方 法

募 集 地 域

（ 　　）各エリア
１～２名

センター地域で
区分されます

お問い合わせ・面接希望は、組織支援本部 ☎（097）524-0118
受付時間 ： 月曜日～金曜日 9時～17時

秋晴れの中、「さつまいも収穫祭」を行いました！秋晴れの中、「さつまいも収穫祭」を行いました！

❶
たまごパックは生協の
お店や宅配で購入した
無色透明のものが対象
です。商品ラベルを切り
取って出してください。

❷
集品袋を回収に出す際
は、宛名ラベルを取り除
いてください。
宛名ラベルは粘着していな
い部分から、簡単に取り除
くことが出来ます！

❸
集品袋を輪ゴム等で束
ねないでください。

イベント、交流会、学習会の準備・運営、エリアニュース作成、
企画チラシづくり、組合員活動の窓口、毎月１回の定例会議など

応 募 要 件 自家用車を運転可能な方、簡単なパソコン作業が出来る方
※お子さん連れでの活動はできません。

活動補助費 月額３万円、交通費（コープおおいたの規定に沿って実費支給）
※有償ボランティアであり、コープおおいたとの雇用契約ではありません。

面接の上、選考します。まずは、お電話ください。

活 動 期 間 2021年４月から１年間（活動日数は１ヶ月で10日程度）

応 募 締 切 2021年１月22日（金）

■日田センター地域
■宇佐センター地域
■日出センター地域①（日出・杵築・国東）
■日出センター地域②（別府）
■三重センター地域①（臼杵・豊後大野・竹田）
■三重センター地域②（津久見・佐伯）

■畑中センター地域
■二目川センター地域
■本部（大分県内全域）

（　　　　　　  ）


