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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！
2023年３・４月号機関紙

１月31日（火）  参加者：10組１月31日（火）  参加者：10組

別府大分毎日マラソン前日の２月４日
（土）、コース付近の清掃活動、コープおお
いたから50名のボランティアが参加し
ました。早朝より約１時間、平和市民公園
付近を清掃し、たばこの吸い殻、空き缶な
ど回収しました。開催県として、参加者を
気持ちよく迎えたいですよね。
また、大会当日は36キロ地点の給水ボ
ランティアのお手伝いもさせていただき
ました。とても貴重な体験でした。
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包括連携協定 締結済み地域

大分県
大分市 ・ 杵築市 ・ 豊後大野市
臼杵市 ・ 日田市 ・ 由布市 ・ 別府市
津久見市 ・ 宇佐市 ・ 竹田市 ・ 中津市
国東市 ・ 日出町 ・ 玖珠町 ・ 九重町

１月13日（金）、16例目となる国東市と包括的連携に関する協定を締結しました。
三河 明史国東市長より、「災害時に支援を受けられることを大変嬉しく感じている。これか
らよろしくお願いします」とご挨拶いただきました。
コープおおいた 青木 博範理事長は、「災害時の支援を円滑にするためにも平時からの情報
交換を行い、国東市の地域の皆さんと一緒に取り組んでいきたい」と挨拶しました。
今後もコープおおいたは、地域社会の一員としての役割と責任を果たすため、多様化する
くらしに対応する事業展開とともに、行政や自治体、各分野関係団体と連携して大分県の
発展に寄与してまいります。
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交換を行い、国東市の地域の皆さんと一緒に取り組んでいきたい」と挨拶しました。
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（１）災害支援に関すること
（２）地域の見守りに関すること
（３）高齢者支援や子育て支援に関すること
（４）地場産品の販路拡大に関すること
（５）観光復興に関すること
（６）買い物支援に関すること
（７）その他地域住民サービスの向上
　　及び地域社会の活性化に関すること

国東市と

「包括連携に関する協定」を

締結しました

国東市と

「包括連携に関する協定」を

締結しました

2023年１月13日（金）
国東市とコープおおいたとの包括連携協定 締結項目

2021年度から開始した「コープdeオンラインお茶会」の第３回目を開催しました。今回
は、寒い中凝り固まった体をほぐす運動をしよう！ということで、リンパケアをオンライ
ンで開催しました。
前半には学習会として、「コープウェブプロジェクト」の学習会も開催いたしました。「コー
プウェブプロジェクト」の学習会では、コープ内のお役立ちサイトをご紹介いただき、普段
の生活の中で一品料理に迷ったときに使える「SATETO」や手軽に商品について学べる
「TSUKURO」のご紹介をしていただきました。
後半は登録講師の宮城 美佳さんをお招きし、セルフリンパマッサージを行いました。画面
の向こうで多くの組合員さんも運動をされており、簡単な質疑応答も交えながらリフレッ
シュできる時間を過ごすことができました。
実開催だけでなく、子どもも一緒に参加することができるオンライン企画は場所を選ばな
いイベントとして、来年度も引き続き行っていきたいと思います。
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「フードドライブ」とは家庭や職場で余った食料品を持ち寄り、
「食」に困っている個人や施設を支援するための活動です。
コープおおいたでは、宅配や店舗で組合員から食品などをお預
かりし、フードバンクおおいたへ寄付しています。組合員さんか
ら「宅配のカタログ掲載商品の中から寄付できるようにしてほ
しい」との声が寄せられ、通常の「フードドライブ」活動に加え、
2021年10月より寄付したい商品を選択し、フードバンクお
おいたに寄付をしています。
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2022年５月～10月の期間には、3,541人の方に参加していただきました。商品別寄付品
数一覧は、下記のとおりです。ご協力、ご支援いただいたみなさま、ありがとうございました。
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カリカリコーン焼きとうもろこし味（Ca入り）
ライトツナフレークまぐろ（まぐろ油無添加）
深煎り胡麻ドレッシング まろやかタイプ
みんなのコープカレー甘口
コープヌードルしょうゆ
りんごカル
るんるんスティックゼリー
米油を使ったマヨネーズ
キャラメルポップコーン

プレーンビスケット
コープシーフードヌードル
国産具材のビーフカレー中辛
フルーツミックス

こめ油

・・・・・・・・・・・・・・・・・    413個
・・・・・・    389個
・・・    304個

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    283個
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    200個

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,663個
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    490個

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    335個
・・・・ 1,375個

・・・・・・・ 1,270個
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,002個

・・・     963個
・・・・・・・     670個
・・・・・・・     513個

このチラシの注文受付期間は終了しています。チラシはイメージです。
2022年度の商品選択型フードドライブは10月21日（金）をもって終了し、

2023年５月以降に再開予定です。

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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ります。

住所変更等の手続きのお願い

連絡係さんの変更について（   　　　　　） 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。

フードバンクおおいたへの

ご協力、ご支援、
ありがとうございます！　
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国東市

中津市

「コープ●オンライン
お茶会 part３」

「コープ●オンライン
お茶会 part３」

de

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。



12月のコープおおいた

３月・４月の主なスケジュール
３/10（金） 産直認証会議
３/16（木） 組合員の声を活かす委員会
３/17（金） 組合員理事協議会
３/24（金） 理事会

４/20（木） 組合員の声を活かす委員会
４/21（金） 組合員理事協議会
４/28（金） 理事会

くらしの知恵袋

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「　  鮭フレーク」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「　  五目ちらし
の素」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。

１・２月号  数独
答え 「13（７+６）」

４月７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７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）

839,368kg 4,578kg 約2,032kg 86.7% 約2,425kg 約6,582kg 約36,608ℓ
１月までの１月までの
リサイクル回収実績リサイクル回収実績

2022年4月から

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）大笑いさん、なあたんさん、クリスマスローズさん （日田市）清水悦子さん （杵築市）田中ルリ子さん （別府市）ミカンさん、石割桜さん （中津市）モンちゃんさん （佐伯市）あやこさん （日出町）しろりんさん 

購入したニンジンはすぐに１本ずつキッチン
タオルにつつみ、冷蔵庫に立てて入れると長
持ちします。  
（大分市：ひみ島さん）

煮つけをする時は一度フライパンで焦げめを
つけると、生臭さがなくおいしいですよ。
（別府市：舞邦子さん）

●組合員数…183,651世帯
生協に加入している世帯数です。

●出 資 金…7,239,761千円
出資をもとに生協の運営を行います。

別府市社会福祉協議会様が一人親世帯を対象にした「フー
ドパントリー」の取り組みを行うことになり、コープおお
いたから下記の食品を提供しました。
この取り組みは、奇数月の第１週に行われています。
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この取り組みは、奇数月の第１週に行われています。

一人親世帯やコロナ禍で頑張っていらっしゃる方など、様々な理由で日々の食品や日用品の入手が困
難な方に、パン・お菓子・インスタント食品など企業や団体などからの提供を受け、食品ロスになって
しまう食品の無料配布を行う活動です。

一人親世帯やコロナ禍で頑張っていらっしゃる方など、様々な理由で日々の食品や日用品の入手が困
難な方に、パン・お菓子・インスタント食品など企業や団体などからの提供を受け、食品ロスになって
しまう食品の無料配布を行う活動です。

2022年度 第５回 産直認証商品2022年度 第５回 産直認証商品2022年度 第５回 産直認証商品2022年度 第５回 産直認証商品
１月13日（金）に「2022年度 第５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。

日出町  （有）鈴木養鶏場日出町  （有）鈴木養鶏場臼杵市臼杵市

産直たまご
（白）（赤）

産直たまご（白）
産直有精卵（赤）

※（有）鈴木養鶏場 産直たまご（白）の取り扱いは店舗のみです。

JAうすきたまご
ファーム（株）

環境基金委員会からの

お知らせ
環境基金委員会からの

お知らせ

トキハ会館にて、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。

トキハ会館にて、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。

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だけ
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

2022年12月14日（水）
大分県私立幼稚園連合会に
絵本を贈呈しました

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、保育所（園）、認定こども園、子育て支援センターへ
環境をテーマとした絵本を、大分県に寄付金も贈呈しています。

コープおおいたは、さまざまなリサイクルに取り組んでいます。「カタログ」「チ
ラシ」「飲料紙パック」「集品袋」「カタログセット袋」「たまごパック」などを配達
時や店舗で回収しています。ぜひ、リサイクル活動にご協力お願いいたします。

大分県私立幼稚園連合会  会長 土居 孝信様（左）
コープおおいた環境基金委員  河野委員長（右）

大分県生活環境部 高橋 強部長より、
「大分県は寄付金を環境保全に関する知
識の普及、地域における環境保全活動に
対する支援などに活用します」とごあい
さつがありました。

大分県生活環境部 高橋 強部長より、
「大分県は寄付金を環境保全に関する知
識の普及、地域における環境保全活動に
対する支援などに活用します」とごあい
さつがありました。

2023年１月12日（木）
大分県地域環境保全基金に
寄付金を贈呈しました

コープおおいた環境基金委員  河野委員長（左）
大分県生活環境部  高橋 強様（右）

生まれたばかりのあかちゃんかたつむりは、おなかがぺこぺこ。葉っぱやタンポポの花をいっぱい食
べても、すぐにおなかがすいてしまいます。いっぱい食べたらおなかが膨れてせなかの殻にはいれな
くなっちゃうよとてんとうむしに言われて、もう食べるのはやめようと決心しますが・・・。
あかちゃんかたつむりとともに、成長の不思議を感じることができる絵本です。のんびりとゆっくり
としたイメージのかたつむり。子どもたちに自然に親しみ、関心を持ち、身近な自然を振り返るきっか
けになればと思います。

「あかちゃんかたつむりのおうち」
文：いとう せつこ
絵：島津 和子
発行所：株式会社 福音館書店

「フードパントリー」

「フードパントリー」とは？

クリーミー
ボロネーゼ
（１人前用）
（単品）
115個 115個

早ゆでスパゲティ
（300g） 115個

ナポリタン
（２人前用）
（単品）

今回、
贈呈した絵本
今回、

贈呈した絵本

コープおおいたから、下記の食品を提供しました

別府市社会福祉協議会様へ

食品提供をしました
別府市社会福祉協議会様へ

食品提供をしました

環境にやさしい活動を行いましょう！


