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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

先日、大分駅南口側で「おおいたうつくし
感謝祭」が開催されました。コープおおい
たは食品トレー10枚とトイレットペー
パー１ロールを交換するブースを出店。
たくさんのトレーを回収しました。
また、食品トレーなどがリサイクルされ
新しいトレーへ生まれ変わる仕組みも展
示して、お子さん連れの方など多くの人
に見ていただきました。環境に対する意
識が多くの人に広がればいいですね。

コープおおいたは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。

2022年 １・２月号

新年おめでとうございます。

昨年末ごろから、新型コロナウイルスの感染拡大も収束の兆しが
見えはじめているようです。とはいえ、決して油断せず、基本的な
感染予防対策は続けていきましょう。

私たちのくらしを取り巻く環境はますます厳しくなってきてい
ます。世界的な気候変動と環境問題、貧困・格差の拡大、急速な少
子化・高齢化、原油高による原料価格の高騰、大規模な災害など、
日々大きく変化しています。
私たちは「コープSDGs行動宣言」を採択し、「誰もが、安心してく
らし続けられる地域社会」の実現をめざしています。そのために、
例えば、食品ロスを減らすフード・ドライブ、エシカル消費に取り
組んでいます。身近にできる行動です。ひとつひとつの行動が変
えていきます。

理事長　青木 博範

新年を迎えるにあたって また、地域社会が抱える課題は、生協だけでは解決できず、自治体
やさまざま団体との連携が大切です。そのために、大分県をはじ
め、県内11の自治体や別府大学・別府大学短期大学部などとも連
携しながら、高齢者の見守り支援や、地場産品の商品開発等にも
取り組んでいます。
昨年、災害発生時に、一早く行動を起こす「災害支援先発隊（通称：
CODRA〈コドラ〉）」を職員36名で発足させました。昨年８月の日
田市天瀬地区での復旧支援活動に駆けつけました。この活動に
も、災害支援のNPO法人と連携しています。

「みんなのくらしに満足を！ここでくらす、コープがある」これか
らの10年で実現させていく、2030年ビジョンのテーマです。行動
計画を以って、組合員満足度の向上、従業員満足度の向上、地域社
会貢献度の向上をめざし、経営基盤を確立させていきます。

今年は、創立70周年を迎えます。これも組合員のみなさんをはじ
め、生産者や取引先、地域のみなさん、そして生協グループで働く
従業員、社員のおかげです。いま、それぞれの地域エリアで、楽し
い企画等が準備されています。楽しみにしています。

今年も一年、よろしくお願いします。

コープおおいたでは、本部事務所から排出される古紙など
や各店舗のリサイクル食品トレー・有料レジ袋の益金を
「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。基金の活用・使途として、県内の幼稚園や保育
園へ環境をテーマにした絵本を贈呈しています。
2021年12月９日（木）、ホテル日航大分オアシスタワー
にて絵本の贈呈式が行われました。大分県私立幼稚園連合
会 会長 土居 孝信様に絵本の目録をお渡ししました。
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、産地見学に行
けず産直生産者との交流もできない中で、今回初めてコー
プおおいたの産直生産者である（株）安心院オーガニック
ファームさん、園田農園さんとオンラインでの交流会を開
催しました。
当日は快晴に恵まれ、ライブ中継には絶好日和となりまし
た。生産者のこだわりや商品の特徴、栽培過程の動画を視聴
し、「コープおおいたの産直のこと」「産直生産者のこと」「生
産者が作っている作物のこと」を一人でも多く知っていた
だくきっかけになりました。
また、参加した組合員からは「今回の交流会は楽しかった」
とうれしい声をいただき、オンラインでもお互いの顔が見
える交流になりました。

移り変わる季節の中でそらまめくんや仲間のおまめたちは、毎
日楽しくいっしょに過ごします。季節の風を感じながら、季節は
めぐり、また新しい季節をむかえても二度と同じ毎日はありま
せん。自然環境の移り変わりを子どもたちに伝えられる絵本。

「そらまめくんのまいにちはたからもの」
文・作：なかや みわ　発行社：小学館

今回、贈呈した絵本今回、贈呈した絵本

11月20日（土） 参加者：11組21名11月20日（土） 参加者：11組21名
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（右）コープおおいた 環境基金委員
　　学識経験者理事　江崎 一子
（左）大分県私立幼稚園連合会
　　会長  土居 孝信様

この募金は令和3年8月豪雨災害発生後に、コープおおいたの組合員へ呼びかけて集めら
れたものです。宅配のOCR募金や、店舗の店頭募金によって総額3,791,566円が集ま
りました。被害の状況に応じて玖珠町に1,137,470円、日田市に2,654,096円を贈呈
しました。コープおおいたは玖珠町、日田市と「包括連携協定」を結んでおり、災害時の支
援に関する項目も含まれています。
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2021年10月26日（火）
玖珠町に1,137,470円を贈呈しました

2021年11月4日（木）
日田市に2,654,096円を贈呈しました
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▲（株）安心院オーガニック
ファーム

▲園田農園 ▲調理レシピ
（みかんゼリー・ピザ）

（株）安心院オーガニックファームのこだ
わりは自家製堆肥とボカシ、ミネラルを
バランスよく合わせた土づくりです。

（株）安心院オーガニックファーム

産直
ベビーリーフ

園田農園のみかん栽培のこだわりは、農
薬の使用を極力最小限にして自分の子ど
もや孫にも安心して食べられるものをつ
くることです。

園田農園

産直ぽんかん

産直みかん

●「ベビーリーフ」とは発芽後、約15～30日間で収穫した栄養がたっぷりつまった幼葉（新芽）のことです。

YouTubeに交流会の様子と調理レシピ動画をアップしています

調理レシピは
みかんゼリーとピザを
ご紹介しています！
交流会の様子と一緒に
ぜひ、ご覧ください！



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（金） 産直認証会議
1/20（木） 組合員の声を活かす委員会
1/21（金） 組合員理事協議会
1/28（金） 理事会

2/17（木） 組合員の声を活かす委員会
2/18（金） 組合員理事協議会
2/25（金） 理事会

くらしの知恵袋

●組合員数…181,409世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…6,870,695千円
出資をもとに生協の運営を行います。

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「　  調理済お
でん」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「 　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 「カキフライ」

２月10日（木）

〒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10日（木）［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）

652,711kg 3,563kg 約1,528kg 88.1% 約1,911kg 約4,641kg 約27,959ℓ
11月までの
リサイクル回収実績

2021年4月から

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）みうきさん、かなままさん、南久美子さん、ルイさん、りんごさん （別府市）深見和美さん （杵築市）ゆうちゃんさん （中津市）みっちゃんさん、川頭珠美さん （豊後高田市）MIさん

ガチャガチャのカプセ
ルの中にご飯を入れて
振ると、子どもでも楽し
く丸いおにぎりが作れ
ますよ。
（大分市：クレマチスさん）

２年ぶりとなる「子育て講演会」をコロナ禍の状況をふま
え、会場とオンライン両方で参加できるよう開催し、合計
41名（会場参加15名、Zoom参加26名）の子育て中のお
母さんが参加しました。
第一部の講師、吉田さんのお話では、「できない」から「無意
識でできる」ようになるまでの成長していく子どもとの向
き合い方や言葉かけ方法、否定ではなく肯定的（ポジティ
ブ）な言葉かけをすること、感覚的な言葉かけをしないこと
等、子ども目線で考えることの大切さを学びました。
第二部の講師、高橋さんからは、子どもに「片付け」に苦手意
識をもたせないような言葉かけ方法や、モノを集めること
から始まり、選び、収納場所や方法を決めるところまでのポ
イントやおすすめの収納術について学びました。
普段から悩むことの多い「子どもへの言葉かけ」や「片付け」
について、ヒントになるお話が盛りだくさんで有意義な時
間となりました。

11月30日（火） 参加者：41名11月30日（火） 参加者：41名

「子育て講演会」「子育て講演会」

育児休暇中でも従業員同士や同じ月齢の子どもたちと交流
するため、青崎本部事務所で「ベビカフェCO・OP（育休交
流会）」を開催しました。
現在、育児休暇取得中の従業員３名と生後５～７か月のお
子さんが集まり、子育ての様子や、「保活（保育園に入るため
の保護者の活動）」について交流しました。また、育児時短勤
務中の先輩から、子育てについてやどのような働き方をし
ているのかをお話ししました。育休明けの勤務方法や必要
な書類など…話したいことはいっぱい！１時間では足りな
いくらいです。
赤ちゃんのかわいい泣き声とママたちの元気な声が聞こえ
る、和やかな会となりました。

11月24日（水）11月24日（水）

「ベビカフェ「ベビカフェ 」」CO・OPCO・OP

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
など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。

組合員活動スタッフ、募集！組合員活動スタッフ、募集！

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
〈各エリア１名〉
宇佐センター地域・日出センター地域（日出・杵築・国東）・畑中センター地域
2022年４月から１年間
月～金曜日、祝祭日含む９時～13時の間で１ヶ月10日程度活動
（年に１回程度、土・日曜日に企画を開催する場合あり）
自家用車を運転可能な方、簡単なパソコン作業ができる方
※お子様連れでの活動はできません
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。

主な活動内容

募集地域

活動期間

応募要件

活動補助費

選考方法

お問い合わせ・面接希望の方は、組織支援本部
☎（097）524-0118 （月～金曜日 9時～17時）

〈応募締切〉 2022年２月４日（金）

育休交流会

第
一
部

「何回言ったらわかるの？」は卒業！
～ 子どもに伝える・届く・響く言葉かけ方法 ～

共育コンシェルジュ モンテッソーリ講師
吉田 由花 様講 師

第
二
部

親子で《できた！》を増やす魔法の片付け術
～ おもちゃのお家を作ろう ～

整理収納アドバイザー整理収納
お掃除サービス「トトノエル」代表　高橋 隆代 様講 師

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

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。
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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
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赤峯農園 春ごぼう栽培に
密着した動画はこちら

2021年度 第４回 産直認証商品2021年度 第４回 産直認証商品2021年度 第４回 産直認証商品2021年度 第４回 産直認証商品
11月12日（金）に「2021年度 第４回 産直認証会議」が
コープおおいた本部事務所で開催されました。認証された商品は以下のとおりです。


