
毎年12月に「親子 de クリスマスパーティー」を開催していますが、今年はコロナ禍によ
り大人数で集まることが出来ないため、ご自宅で安全にクリスマスを楽しんでいただこう
と、「おうち de クリスマスパーティー」を午前と午後に分け、全４日程で開催しました。
プログラムはパネルシアター「わたしのクリスマスケーキ」からスタートです。お子さんた
ちは、音楽に合わせて次々と出てくる動物たちのケーキを楽しそうに見ていました。続い
ては「マジックシアター」です。白黒の絵がマジックで…まったく別の素敵な絵に大変身！
魔法の掛け声を唱えるのを、お子さんたちも手伝ってくれました。続いては、「あわてんぼ
うのサンタクロース」の大合唱！みんなで楽しく振り付けしながら歌いました。歌った後
にサンタクロースが登場して大興奮！魔法をかけるとお子さんたちのもとに…、なんとク
リスマスプレゼントが届きました。今年はオンラインでの開催となりましたが、皆さんの
素敵な笑顔が見られて嬉しかったです！
今後もオンラインイベントを開催します。設定が不安な方向けに、事前に接続確認もでき
ますので、ぜひお気軽にお申し込みください。
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参加者：全４日程16組（おとな10名・子ども19名）
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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

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。区画整理
等により住所表記に変更があった場合も、ご連絡くださいますよう、お願いいた
します。
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。
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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）

連絡係さんの変更について

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

「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”学習や活動を行っていきます。

コロナ禍のため、現在は少人数で集まることのできるイベントやオンライン（Zoom）イベ
ント、宅配のカタログにセットされるチラシを活用した組合員参加企画等を行っていま
す。組合員のみなさまに、より身近に感じていただける活動を推進していますので、お住ま
いのエリアのイベントを是非チェックしてみてくださいね！
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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

今年は雪が舞い散る中、大分懸護国神社
で恵方巻きに使用する海苔の祈願をして
いただきました。コープおおいたの恵方巻
きを食べた方々に、その年の災いを取り
除き福が招かれるようにお祈りいたしま
した。この海苔は愛知県産のものを使用
しており、シャリに合うようにしっとりと
すると風味豊かになるのが特徴です。
豊富な種類の恵方巻き、今年はどれを召
し上がりましたか？

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。

〈お知らせ〉 次年度より「虹のたより」の発行月は、奇数月に変更になります。

dede

コープおおいた
では

コープエリア日出・杵築・国東
コープエリア宇佐・中津・豊後高田

コープエリア津久見・佐伯

コープエリア日田・玖珠
コープエリア別府

コープエリア臼杵・豊後大野・竹田

コープエリア二目川

コープエリア中津・宇佐
コープエリア日出・杵築
コープエリア臼杵・三重・竹田

コープエリア宇佐・中津・豊後高田
コープエリア日出・杵築・国東
コープエリア臼杵・豊後大野・竹田

下記コープエリアでは名称を変更しましたコープエリア

名称変更の
お知らせ

▶
▶
▶

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

※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。
★新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、活動の自粛をお願いする場合がございます。
　コープおおいたの感染予防のガイドラインに沿って、活動いただきます。

大分県内を８つのエリアに分け、

組合員活動を推進しています

大分県内を８つのエリアに分け、

組合員活動を推進しています

・宅配のカタログと一緒に配布されるエリアチラシ
・Osampo CO・OPイベントページ
・コープおおいたホームページ イベントカレンダー

・店舗掲示ポスター
・公式LINE
（コープdeすくすく）

組合員活動のイベントは、下記からチェック！

▲コープおおいた
　イベントページ

コープエリア畑中

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？  



組合員
の声

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

「環境基金」の活用・使途について「環境基金委員会」で協議し、今年度も昨年同様、県内の保
育所（園）、認定こども園、および、子育て支援センター（大分県保育連合会会員）に絵本を寄
贈させていただくことになりました。
園児のみなさんへの教育活動の一環としてご活用いただけるよう、三浦 太郎さん作の
「CO２のりものずかん」を寄贈いたしました。
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●絵本のおかげで環境に関する興味、関心が深
まり、図鑑で調べたりしています。いつもあり
がとうございます。

●毎年、絵本を寄贈いただき、感謝しています。
今の時代、子どもたちが本に触れる機会がと
ても少なくなっているため、園の絵本が一冊
増えることで子どもたちが絵本に触れやすく
なっています。いつもありがとうございます。
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●自分たちでは手に取ったことのない絵本です
が、読んでみると絵も内容もとてもよい本ば
かりです。ありがとうございます。
●毎年ありがとうございます。絵本が大好きな
子どもたちにとって、大喜びな贈り物です。初
めてみる絵本や園に置いていないものを頂く
ことができ、本当に感謝しております。
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が、読んでみると絵も内容もとてもよい本ば
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子どもたちにとって、大喜びな贈り物です。初
めてみる絵本や園に置いていないものを頂く
ことができ、本当に感謝しております。

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

事　例：「ぱれっと」カタログ企画の陶器破損について

「ぱれっと」カタログで取り扱っている陶器について、
箱の中で動いて割れないように、事前確認の強化や、商
品の大きさに合わせて隙間なく入れる箱をもれなく使
用するなど、陶器の破損を抑える取組みを進めてきま
した。取り組みにより、陶器の破損を低減しました。

「ぱれっと」カタログで取り扱っている陶器について、
箱の中で動いて割れないように、事前確認の強化や、商
品の大きさに合わせて隙間なく入れる箱をもれなく使
用するなど、陶器の破損を抑える取組みを進めてきま
した。取り組みにより、陶器の破損を低減しました。

昨年、組合員さんから「柄違いの３色組ではなく、黒色
の３色組を作ってほしい」との声をいただき、合わせや
すい柄の「薄くてもあったかブラックソックス ３足組」
の企画を加え、多くのご利用をいただきました。

昨年、組合員さんから「柄違いの３色組ではなく、黒色
の３色組を作ってほしい」との声をいただき、合わせや
すい柄の「薄くてもあったかブラックソックス ３足組」
の企画を加え、多くのご利用をいただきました。

現在はこのような箱を
使用しています。

商品名：「薄くてもあったかソックス」 ３足組

ご要望に答え、
企画を加えました

改善
しました

改善
しました

黒色のみの３色組を作ってほしいです。

共同購入で届いた陶器が割れていました。

河野委員長（左）と髙橋部長（右）

佐藤会長（左）と河野委員長（右）

１月のコープおおいた

３月・４月の主なスケジュール
３/   5（金） 産直認証会議
３/12（金） 組合員の声を活かす委員会
３/19（金） 組合員理事協議会
３/26（金） 理事会

切り干し大根を、薄口しょう
ゆと水をあわせたものに、
たっぷり漬け込んでおくと
おいしい漬け物になります。

（中津市：稲田信子さん）

アルミホイルをくしゃくしゃに丸めて、排水
かごにいれるとぬめりが出ません。

（大分市：もちさん）

くらしの知恵袋

●組合員数…178,586世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,541,697千円
出資をもとに生協の運営を行います。

１・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）クッチヤンさん、まりごんさん、三浦房子さん （由布市）しょこさん （別府市）モリッチョマンさん （杵築市）ヒサちゃんさん、ちゃんちーさん、坂西房恵さん （竹田市）くるりんさん （国東市）居塚恵子さん

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「　  酸化防止剤無添加白ワイン」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「 　食器洗いクリーン&
コープ弱酸性キッチンマイルド」をプレゼントいたし
ます。※今回はパズルの景品がお酒ですので、20歳以
上の方のみご応募できます。

当選者は、下記に掲載しています。

１・２月号  数独　答え 「３（１+２）」

▶
４月16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４月16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）

708,304kg 4,079kg 約2,354kg 92.8% 約1,785kg 約4,819kg 約30,536ℓ

   12月までの

リサイクル
回収実績

2020年度 第５回 産直認証商品2020年度 第５回 産直認証商品2020年度 第５回 産直認証商品2020年度 第５回 産直認証商品

ネーブルネーブル 雑柑類雑柑類

大分市 大在ネーブル出荷組合大分市 大在ネーブル出荷組合 杵築市 村上農園杵築市 村上農園

産直たまご
（白）（赤）
産直たまご
（白）（赤）

臼杵市 JAうすきたまごファーム（株）臼杵市 JAうすきたまごファーム（株）

産直たまご（白）
産直有精卵（赤）
産直豊の米卵(赤）

産直たまご（白）
産直有精卵（赤）
産直豊の米卵(赤）

栽培計画中の農薬の使用を確
認し、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

産
直
マ
�
ク

１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５回産直認証会議」で認証された商品は以下のとおりです。

大分県保育
連合会に

今年はアンケートを配布しましたので、その一部をご紹介します 

組合員
の声

日出町 （有）鈴木養鶏場日出町 （有）鈴木養鶏場

４月未定

１月18日（月） 大分県庁舎 生活環境部長室１月18日（月） 大分県庁舎 生活環境部長室

大分県地域環境保全基金
寄付金贈呈式
大分県地域環境保全基金
寄付金贈呈式

2020年12月17日（木）
ホテル日航大分 オアシスタワー
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今年度も、大分県に益金の一部（115,000円）を贈呈しま
した。
環境基金委員会の河野委員長、江崎理事、尾田理事、石本理
事、山村常務が大分県庁舎の大分県生活環境部長室を訪
れ、「大分県地域環境保全基金寄付金贈呈式」を執り行いま
した。河野委員長より贈呈にあたってのあいさつをし、生
活環境部 髙橋部長に目録を手渡して贈呈式は滞りなく終
了しました。
大分県生活環境部では、この寄付金を地球温暖化対策、環境教育を通じて、環境保全活動な
どに活用するようにしています。
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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。


