


豊橋フェスタで パッケージ投票

ボトルごとに付いているラベル
フィルムをなくしました。
組合員の声を受けて、環
境への負荷を減らす取り
組みや改善をしています。

水をよくケースで購入していますが、家庭から
出るごみを少しでも減らせないでしょうか？

梨の香りをどの程度にするか話し合い、
試作品を作って意見を集めました。

●炭酸水や紅茶に浮かべて
ちょっとぜいたくに
●ドライフルーツやグラノー
ラを混ぜてもおいしい！

試食した方のほとんどが「おいしい」と評価。

　　 ラベルのない水
（あずみ野の水）
〈 次回予定 ： 4 月 3週 〉

〈 次回予定 ： 5 月 2週 〉

\あなたの声をお聞かせください/

口に入れた瞬間は梨の
風味を、そのあとはミル
ク感が楽しめます

愛知県産の梨果汁を使用。
くせがなく、後味がさっぱり！

かわいらしいパッケージは、
組合員投票で決定！

●商品検討会の様子

商品を試食いただき、
「利用する」「分からない」の
２択でシールを貼ってもらいました。

愛知の梨あいす愛知の梨あいす愛知の梨あいす

新城開所フェスタで 試食＆アンケート

4種類の中から投票をしてもらいました。

1本あたり
約5gのCO2削減

地元の果物の果汁を使ったアイスを作りたい

組合員と中央製乳（株）で開発しましょう！

豊橋センター組合員の「声」

職員

2018年5月より 検討開始

梨はイチゴやミカンのよ
うに強い特徴がなく、果
肉が入れられないことか
ら梨の「シャリ」感を出
せない中での開発でし
た。食感がなく、色を着
けずに”梨らしい味”を出
すのに苦労しましたが、
おいしいラクトアイスが
できました。

開発・検討メンバーの声

こんな食べ方も

※画像はイメージです

商品カタログのリクエストページの
「声カード」から

店内に設置してある「お店ポスト」からお店

宅配

こんな声
にも

組合員の声

商品デビュー

試作と検討

声を受けとめる

商品の設計・
原材料の管理

▲ ▲

▲▲

▲

「こんな商品が欲しい」
「あんな商品があったらいいな」

ふだんのくらしの中から
新しい商品のアイデアが

生まれます。
組合員から寄せられた
意見や感想を集めます。
集まった「声」を参考に
商品開発が始まります。

商品の発売後も
組合員の声から
さらに改善を重ね、
よりよい商品づくりを

すすめます。

商品のリスクを想定し、
商品の仕様を決定します。

それに基づいた原材料を決め、
検査や点検をします。

試作品をモニターに試食して
もらい検討を繰り返します。

おいしさだけでなく、利用しやすい
価格やパッケージも
話し合います。

みんなで
いろいろなことを
話し合うのね

あの商品も
こうやって
生まれたのか！

試作

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

すすめます。

試作品を

▲▲

集まった「声」を参考に
商品開発が始まります。

を大切にしています
組合員の 声 参加 利用

コープは組合員の「声」を大切にした商品開発や改善をしています。
どのように、声を生かした商品づくりをしているのかを紹介します。

いつも利用しているその商品も、組合員の「声」から生まれたものかも。

～コープの商品づくり～

みなさんの声が生かされた商品の一例

　  やさい豆
（愛知県産大豆使用）
次回予定:4月4週あと一品！！ ごろっと唐揚げ

（岐阜県産若鶏もも肉使用）
次回予定:5月1週

すし酢 祭ばやし（調味酢）
次回予定:いつでも注文カタログ

がまごおりみかんの
フローズンヨーグルト
次回予定:6月2週

愛知県産真いわしの
オイルサーディン
次回予定:5月1週
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お気に入りを見つけて
組合員、生産者・メーカー、生協と、
工場見学や学習会で多くの交流をし
てきました。
バナナは種類も豊富で値段も手ごろ。
いろいろ食べてみるのもいいですね。

編集部まとめ家庭での保存方法を教えてくださいQ

たまにバナナの皮が裂けています。なぜですか？Q

常温で風通しのよい場所が理想的です。
最適保存温度は15～20℃。13℃以下の寒い場所
は苦手です。バナナスタンドなどにつるしたり、1
本ずつ切り離して、ポリ袋に入れたりラップや新
聞紙で包むと、さらに長持ちします。

A

急激な温度や湿度の変化で
皮が割れることがあります。
室（むろ）での追熟が終わると、出荷まで一度バナナを冷やしま
す。出荷する際、外気との温度差で果皮が収縮し、裂けること
があります。また、空気の乾燥や、木になっているときのバナ
ナの熟度が高いと裂けることがあります。

A 急激な温度や湿度の変化 甘さぎっしりの高地栽培
バナナ。気温が低い標高
が高い場所でじっくり育
成。昼夜の寒暖差で甘み
も増します。

スウィーティオバナナ（グリーンフォレスト）
約 600g（3～7本）　次回予定：毎週

5月号は「　  有機小粒カップ納豆」です。

常温で風通しのよい場所

“フィリピン産バナナ”で作る　おすすめレシピ

材料２つの簡単おやつ
【バナポン】  ●材料（作りやすい分量）

バナナの甘さを楽しめます
“フィリピン産バナナ”で作る　おすすめ

バナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナバナババナバナナナナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナのナナナのの甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘さ甘ささ甘甘さをををををををを楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽をををを楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽を楽をを楽をををを楽を楽をを楽をを しめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめししめしめめしめしめしめしめしめしめしめしめしめしめますますますますますますますますますますますますますますますますますますますますますますますますますすますますますすますますますますますますますますますすすすますバナナの甘さを楽しめます
【バナナティラミス】  ●材料（3個分）

バナナを使ったレシピと
こぼれ話はWebで

フィリピン産バナナ ………… 3本（約250g）
ホットケーキミックス ……… 200g
揚げ油 ………………………… 適量
砂糖・シナモン（お好みで）…… 各適量

❶バナナは皮をむいてボウルに入れ、フォー
クでつぶす。
❷❶にホットケーキミックスを入れて、よく混ぜる。
❸油を160～170度に熱し、大きめのスプーンを使って❷を油に入れ、
きつね色になるまで揚げる。
❹砂糖やシナモンを振り掛けて完成。

フィリピン産バナナ ………2本
クリームチーズ ……………100g
ヨーグルト …………………100g
砂糖 …………………………20g
クッキー ……………………30g（3枚）
ココアパウダー ……………適量
インスタントコーヒー ……小さじ1
熱湯 …………………………大さじ1と1/2

❶クリームチーズを耐熱容器に入れ、600Wの電子レンジで30秒加熱
して軟らかくする。
別の容器にインスタントコーヒーと熱湯を入れてコーヒーを作る。
❷クリームチーズにヨーグルトと砂糖を混ぜて滑らかにする。
バナナはスライスする。
❸器にクッキーとコーヒーを入れる。その上にクリームチーズヨーグル
トの生地を入れてバナナをのせ、再度クリームチーズヨーグルトを
入れる。
❹❸にココアパウダーを振るいながら掛けて完成。

ドーナツ型にする場合は、生地を搾り袋に入れ、クッキング
ペーパーの上に搾り出し、ペーパーを上にして油に入れると、
きれいに揚がります

ポイント

り 声くつ て の もっとバナナを知ってほしい
●バナナのよさをお伝えするには
　バナナは栄養価が高く、気軽に食べられます。この
コロナ禍で、お子さんがおやつとして食べる機会が増え
たのか、利用が急増しました。しかし、産地の港の積み
込み作業員の人手不足で、荷物が定期的に届かないこ
ともありました。
　３年ほど前は、宅配センターで開催される幼児食・離
乳食交流会に参加していました。組合員のみなさんに
直接商品のよさとおいしさをお伝えすることができまし
たが、今はそれができません。また、以前はグループ購
入の方が多かったため、先輩組合員から新しい方に伝
わっていましたが、個人宅配が増え、それも難しくなっ
たと感じています。直接会えない今はオンライン学習
会などでコープのバナナのよさを伝えたいですね。

●食べたら分かる、
コープのバナナ
　一般量販店の場合、私
たちは消費者の顔を見る
ことはできませんが、生協
は組合員のみなさんに直
接会って声を聞くことができます。話をしていると、自分
には当たり前のことが、そうではなく、「そういう意見も
あるのか」「改善しなければいけないな」と気付くこと、
教えられることが多くあります。まだまだ「輸入品は心
配」「実際に見て買いたい」という方もいます。安心して
食べていただけるよう細心の注意を払い、よりよい商品
を届けられるよう努力しているので、ぜひ直接会ってお
話しし、手に取って食べていただきたいです。一度食べ
ていただければ分かってもらえると思っています。

株式会社エム・ティ 
佐古貴大（さこ たかひろ）さん

専用ラインと検査体制専用ラインと検査体制
　手軽に食べられるバナナは、輸入
品のため農薬などに心配の声があり
ました。そこで東海コープ※１では、安
心して利用してもらえるバナナを作ろ
うと、洗浄・袋詰めをする専用のライ
ンを現地に作りました。バナナは指
定園地で栽培されたものです。指定
園地は国際的な生産工程管理認証
を取得し、定期的に認証団体の監査
を受けています。収穫時には虫など
の付着の点検と２回の洗浄、専用ライ
ンに運ばれてからも３回の洗浄、異
物付着点検が行われています。キャ
ラクターが入ったオリジナルラベルは
その証で、管理番号シールでどこの園
地の収穫でいつパックされたのか、
追跡できるようになっています。
　残留農薬についても年2回以上の検
査が行われ安全を追求しています。

高い品質は点検の重ねで高い品質は点検の重ねで
　バナナは堅く青い状態で収穫され
ます。これは、日本に生息しない害
虫や卵が国内に入るのを防ぐためで
す。名古屋港にある加工場の室で、5
日間かけて追熟※2し黄色いバナナに
なります。フィリピン産バナナは熟度
が高くなると甘味が増す品種です。
個体差もあり、勘と経験に左右され
る職人技ともいえる大変難しい作業
です。追熟されたバナナは、商品を
お届けする保冷箱（発泡スチロール
製の通い箱）にセットする直前に、
流通加工会社のエム・ティで再
チェック。その時点で実が傷んでい
るものなどを除外します。時間をか
けて安全とおいしさを求め、ようやく
みなさんの元に届けられるのです。

◀管理番号シール
シールに記された番
号で、収穫の園地や
パックの時期が追跡
できる

◀交流会（2018年）
学習会や幼児食交流
会などで、直接組合員
にお伝えしている

▲収穫
畑に苗を植えてから約10カ月で収穫。ビニール
はバナナの傷つき防止と害虫から守るため

※1 東海コープ事業連合：コープあいちを含め東海三県
の３つの生協と協同して事業や活動をすすめ、より
価値の高い生協をつくり上げていく組織

※2 食べごろになるまで成熟させること

◀点検作業
エム・ティのセンター
で、変色、傷、重量な
どを厳しくチェック

むろ

いい いい いいモノ コト トコロ
File/20

コープあいちが長年大切にしてきたこだわりの商品には、
一つひとつにストーリーや思いが詰まっています。
その商品にまつわる、誰かの思いに
耳を傾けてみませんか。
そこに込められたさまざまな思いを巡ります。　

果肉が白く柔らかく、熟
度が高くなると甘みが増
すキャベンディッシュ
種。指定園地で育てたバ
ナナに限定してお届け

フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
届
く
安
全
を

確
か
な
目
で
組
合
員
へ

Webでも読めます株式会社エム・ティ・愛知県津島市

フィリピン産バナナ
約550g（3～7本）
次回予定：毎週

フィリピン産バナナ
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76 「進んではいけない」意味の信号機の色は？ ＞ ＞ ●○（1文字目）1文字目のキーワードはじっこクイズ イチゴを英語で？ ＞ ＞ ●○○○○ー（1文字目）2文字目のキーワードはじっこクイズ

運転をしながら、好きな曲を熱唱します。
1歳のわが子が、後ろの席で合いの手（の
ような声）を入れながら聞
いてくれるので、ノリノリ
で歌っています（笑）

合いの手は任せて！
ぷっか（刈谷市）

録画した「韓国ドラマ」を見ることです。そ
のときだけは、仕事のことを忘れることが
でき、幸せを感じます。明日はどんな展開
になるのか楽しみに、仕事をがんばってい
ます。

至福の時間
ぽかぽか（蟹江町）

ストレスがたまる前に、楽しいことを計画
して、その実現に向けて段取りを考える。
ただし！考える間にストレスがたまりそうな
ら、迷わず計画を変更する！

道は己で決める！
トミット（刈谷市）

次 回 のテーマ

「ヒヤッとしたエピソード」
編集者の「ちょっとお先に」

〇運転中、猫が横から飛び出した！（ま）
〇出張朝に大寝坊！新幹線の指定席が…（か）

お花畑のたまご焼き
耐熱容器にパラパラミンチとミックスベジタブル
を入れ、コンソメなどを振り掛けてレンジでチン。
そこへ溶きたまご１個を入れ、かき混ぜてさらに固まるまで
レンジでチンで手軽にできます。パラパラミンチの代わり
に、小さく切ったあらびきウインナーでもおいしいですよ♪

春色サンドイッチ
スモークサーモン、レタス、アボカド(冷凍)、レモ
ン汁、マヨネーズを8枚切り食パンに挟んでサンド
イッチにします！ 気分が上がりますよ！

アレンジ自在のあえ物
「あいこちゃんツナ（まぐろ水煮フレーク）」を使っ
て、ゆでた菜の花や、さやえんどうなど季節の野菜で
あえ物を作ってお弁当に入れます。しょうゆ、マヨネーズ、ド
レッシング、どの味にも合うので、いろいろアレンジできます♪

わが家では欠かせない缶詰です。毎朝、
野菜と大豆をレンジで温めてサラダにしま
す。野菜の苦手な孫には、カレーやハン
バーグに入れています。缶には煮物の作
り方も表記されていて親切です。
たま（豊川市）

職場のママたちが、コープを利用していることが発覚！ みんなでおす
すめの商品や、よく買う商品の話で盛り上がっています！ 私は、きらき
らステップの「やわらかいミニうど
ん」がお気に入りです。
もちこママ（尾張旭市）

大豆ドライパック 缶（北海道産大豆使用）

生活支援課
（月～金 10：00～17：00）

052-781-6161ＴＥＬ

新型コロナウイルス
感染症対策により

 - - - 4月中止します-- -

 - - - 4月中止します-- -

ふれあいひろば

子育てひろば

ふれあいひろば

組合員活動支援部
（月～金 10：00～17：00）

052-703-6055ＴＥＬ

子育てひろば

○ 問い合わせ先 ○

ひろば案内

コープに入ってよかったこと
うれしかったこと、

お気に入り商品、使い方を紹介します。

家のお風呂を楽しむことです。ゆず湯にし
たり、全国の温泉地の入浴剤を入れたり、
泡風呂でゴージャスにしたり。心も体も温
まって、よく眠れますよ～！

お風呂でリフレッシュ
まきこりん（天白区）

仕事のストレスがたまると、つい本や漫画
を大人買いしてしまいます。しかし、読む時
間がないまま「積ん読」に…。積ん読の山
＝私のストレス度。積ん読の山は高くなる
一方、ストレスも…（泣）

高くなる「積ん読」の山
てんぞう（一宮市）

投稿テーマいろいろ!  複数投稿OK

写真・イラスト付き投稿大歓迎!携帯電話、デジカメ、プリントした写真でもOK。
あなたの描いたイラストや絵手紙も募集中です（作品はお返ししません）。

6～11ページの下のクイズに答えて
文字をつなげてください。 前回の答え…シネラリア

❶ 7月のテーマ        「ヒヤッとしたエピソード」
❷ フリートーク         何でも自由におしゃべり ! 
❸ マイ・ラブ コープ   コープに入ってよかったこと・うれしかったこと、
                あなたのお気に入り商品、使い方などを教えてください。 
❹ 今月号の感想 
❺ はじっこクイズ解答  ○○○○○○（答えは6文字）

〒465-8611 
名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀25-1
コープあいち「ウィズコープ」編集事務局  行 

おたより大募集あなたの

はじっこ
クイズ

☆前は楽しみだったけれど…

テレビをあまり見なくなりました…。子
どものころは、「ザ・ベストテン」「太陽
にほえろ！」など、とても楽しみで待ち
遠しかったのに。

ぽかぽか（豊川市）

F r e e  T a l k
自由におしゃべり

☆本物の伊勢えび！？

5歳の長男が保育
園で作ったLaQ（パ
ズルブロック）の伊
勢えびです。口の部
分までしっかりでき
ていて驚きました。

くま（春日井市）

はがき・封書用
投稿先
切り取って

お使いください

マイ・ラブ♡コープ
みんなのおたより

1年前に習い始めたギターを弾くことで
す。お天気がいい日は、人けの少ない公
園で、ノリノリに歌っています♪まだまだギ
ターのきれいな音は出せませんが、声を出
すとすっきりします。いつかは、ストリートラ
イブを夢見ています！

夢はストリートライブ
こむぎちゃん（津島市）

おたよりコーナー
みんなの O T A Y O R I  C O R N E R

「おしゃべりぽっと」「マイ・ラブ コープ」掲載について

締め切り　  4月21日 （木） 消印有効

投稿方法

※ペンネームの記入のない方は、お名前（実名）での掲載となります。編集事務局宛には氏名・住所・電話番号をご記入くだ
さい ※掲載を希望されない方は、その旨をお書きください。ご意見として関係部局にお届けします ※お便りは必要により
要約する場合がありますので、ご了承ください ※プレゼント当選者にはご自宅への発送をもってお知らせします 
〈個人情報に関して〉○投稿は、組合員情報誌の誌面編集のために利用します。掲載は、氏名（市区町村名）もしくは、ペン
ネーム（市区町村名）で行います。○コープで発行される他の広報物に投稿を紹介させていただく場合は、事前にご本人に
承諾を得ます。○投稿は写真・イラストを含めて、編集事務局が管理し、使用後は破棄します。

検 索

コープの広報誌 ＞
「 ウィズコープ 」に投稿する
から（写真データもOK!）

コープあいち 広報誌

はがき 封 書
氏名、郵便番号、住所、ペンネーム（希望の
方）、電話番号の記入をお願いします。左の
宛先をご利用ください。

パソコン スマホ

（投稿は
敬称略

）

あなたのストレス発散法は？
～ 今回のテーマ ～

図書カード500円分
プレゼント

（重複当選はありません）

● みんなのおたよりコーナー
　に掲載された方全員に
● はじっこクイズ
　正解者の中から3名に

図書カ ド500円分

〈 次回予定 ： 4月3週 〉

※いつでも注文カタログ掲載

ら聞
ノリ

5時間ノンストップでひたすら友達とおしゃ
べり！仕事でのトラブル、夫とのけんか、し
んどいワンオペ育児…何があっても、「話
すネタができた！笑い話にできるよう、ここ
を乗り切ろう！」と、前向きになれます。

ノンストップトーク
なお（春日井市）

※広報モニターとは、毎月1回、ウィズコープのテーマに沿って意見や情報を提出する活動です

少しずつ暖かくなり、いよいよ春がやってきました。
季節に合わせて、家族のお弁当を華やかに彩りませんか？

広報モニター※に聞いた「春におすすめのお弁当レシピ」を紹介します。

　　  テリヤキミートボール
カップに3つぐらい入れて、上
にハートや星を型取ったチー
ズをのせると見た目もかわい
いです♪

お花見にぴったり いなりずし
「  　   十種の具材ちらし寿司の素」と「         味付
いなりあげ（関西風）」で、いなりずしを作ってお弁
当に入れています。ゆでた菜の花や、ほうれん草などの緑の
葉に、いなりあげを細かく刻んであえるだけでも、お弁当の一
品になります。

　　  五色の花むすび
ごはんにまぶし、花の形にし
て、真ん中にたまご焼きを飾れ
ば、色鮮やかでお花見にも
ぴったりな一品になります。

彩り豊かなお弁当レシピ

お花畑のたまご焼き 美海

春色サンドイッチ 4lucency アレンジ自在のあえ物 ゆずケーキ

お花見にぴったり いなりずし ぴーちっち

ゆずちゃん さっちん
次回予定：4月4週 次回予定：4月4週

お手軽！ お花見にぜひ

彩りGood 春野菜たくさん

春に
ぴったり♪

きらきらステップ やわらかいミニうどん
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東海コープ事業連合
商品検査センター技術顧問

斎藤 勲（さいとう いさお）さん

今月のテーマ イーストフードは聞くけど発酵種って？

2月度の
検査検体数（合計951）

微生物
残留農薬
食品添加物
GMO
アレルゲン
残留放射性物質
ヒスタミン

【報告日】
2022/1/21～2022/2/20　

854
46
5
6
22
3
15

検査センターだより
「 食についてもっと知りたい！」という声にお応えします。
知らなかった食の知識をあなたの日々のくらしにプラス！
コープを利用しているからこそ、一緒に考えてみませんか。

安全で確かな品質のコープ商品をお届けするため、科学的な
データでバックアップするのが商品検査センターの役割です。東海コープ商品検査センター 検 索東海コープ 検査センター

http://www2.tcoop.or.jp/
詳しい

検査内容は

　生地を膨らませる材料には、パンなどで使うイー
スト（酵母菌）や、ケーキなどで使うベーキングパウ
ダーがあります。イーストは働く際に、窒素・カルシ
ウム・リンなどが必要で、pHを調整する「イースト
フード」をよく耳にすることがあるかと思います。昔
はパン生地を膨らませるために、自然界で取れた発
酵種を使っていましたが、単品のイーストが量産され
るようになり、主役がイーストに変わりました。
　しかし最近は、発酵種を使ったさまざまな種類の
パンが販売され、一味違った香り、うま味、食感、お
いしさを出しています。発酵種に含まれる乳酸菌が、
いろいろな有機酸と生成してpHを下げ、雑菌が増え
ないようにしています。酵母の働きやすい環境をつ
くり、生地の伸展性や食感にも貢献します。
　世界には数々の発酵種があります。みなさんご存
知のコモのパンに使われている「パネトーネ種」や、
ライ麦・小麦粉（全粒粉）と水を加え、全粒粉に付
いている酵母・乳酸菌を生育させた「ルヴァン種」
などがあり、それぞれ使い分けられています。

　「パネトーネ種」のパンの特徴は、水分含有量が一
般のパンの半分ほどで、発酵で出てくる乳酸や酢酸
がpHを下げ、酸性を高める効果があります。そのた
め、保存性がよく、賞味期間が一般のパンと比べて
10 倍以上長くなります。「コモの毎日クロワッサン」
など、保存料や pH 調整剤を使わなくても賞味期限
が1カ月以上あるのはこのためです。ただし、袋を開
けてしまったらだめですよ。

イタリアでは、クリスマスなど
に食べる伝統的なドライフ
ルーツが入った発酵菓子パン
「Panettone」も、同じ「パネ
トーネ種」を用いて作ったお菓
子です。

働きがいも経済成長も
生協の取り組み

SDGs

笑顔のたねをまこう 第8回

理事長  
森 政広（もり まさひろ）

「２０３０年ビジョン」の
実現に向けた取り組みを
SDGs に沿って紹介し
ます。
障がい者雇用につながる
コープのリサイクルへの
協力をお願いします。

コープあいちでは、75人の障がい者のみな
さんが共に働いています。その内、2016
年設立の㈱ハートコープあいち（コープあ
いち特例子会社）では、10人が商品カタロ
グや内袋・たまごパックなどの圧縮加工を
行っています。今年度からコープあいち・ぎ
ふ･みえの他、愛知県内の他生協から出さ
れた資源の加工作業も加わりました。
昨年11月にはダイバシティ＆インクルー
ジョン職員交流会を開催しました。特別支
援学校の先生やご家族も参加し、活動報
告や交流を行いました。

タイトルは2030年ビジョンの副題です。総代会での組合員の声に応えて、理事長からメッセージをお届けします。

ダイバシティ＆インクルージョン（個々の違いを
受け入れ、認め合い、生かしていくこと）の取り
組み、健全な経営

交流会には事業を超えて参加。コープあいちから
感謝状を贈りました

コープあいちエコセ
ンターで作業する
㈱ハートコープあい
ち職員

専門家とのつながりをいかし、解決の道を一緒に考える「相談窓口」です。くらしの相談室

① 成年年齢はいつから変わるの？
② 成年になると何ができるの？
③ 一人で契約する際に注意する
　 ことは？

①2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に
変わります。4月1日に18歳～19歳になっていると、
その日から新成人となります。
②成年になると、親の同意がなくても、自分の意

思でさまざまな契約（スマホ、クレジットカード、アパート入居など）
ができるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬などは、これま
で同様20歳になるまでできません。
③契約とは、「法的な責任が生じる約束」のことで、当事者双方
の合意によって成立します。一旦契約すると、正当な理由がない限
り、一方的にやめることはできません。これまでは適用されていた
「未成年者取消権」が適用されなくなるため注意が必要です！

● 今回のご相談 ●

今回の advice
名古屋第一法律事務所より

会場／生協生活文化会館（名古屋市千種区）
地下鉄本山駅4番出口から南へ徒歩約2分

会場／安城市民会館（予定）JR安城駅南口から徒歩約10分

会場／豊橋市民センターカリオンビル（予定）JR豊橋駅東口から徒歩約5分

税理士・弁護士との【面談での無料相談】 （要電話予約）

TEL 052-781-6176
※毎週火曜日は、女性総合電話相談の日
NPO法人ウイメンズ・ボイスの女性相談員が対応します。

祝日を除く
月～金 

10:00
〜

16:00

相続・離婚・消費者被害 ほか

【 面談 】弁護士による法律相談
● 5月27日（金）14：00～16：00  （1人30分以内、4人まで）

【 面談 】弁護士による法律相談
● 6月24日（金）14：00～16：00  （1人30分以内、4人まで）

【 面談 】税理士による税金相談
● 毎週木曜日／10：30～
（1人40分以内、2人まで）

【 面談 】弁護士による法律相談
● 毎週木曜日／13：30～
（1人30分以内、4人まで）

◎ コープあいち組合員の初めての案件に限ります。
◎ 内容により電話で相談できます。予約時にお申し出ください。

【 相談者へのお願い 】
○ 新型コロナウイルス感染症防止のため、検温の上、マスク着用でお願いします。
　 発熱、咳、頭痛、倦怠感など体調不良の際は、面談をお控えください。
● 状況により、急きょ中止とさせていただく場合があります。

詳細はコープあいち Ｗｅｂサイトでも▶
http://www2.tcoop.or.jp/news/001847.html

※消費者トラブルは、一人で悩まずに
「消費者ホットライン（局番なしの188）」に。
お近くの消費生活相談窓口につながります

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げ！
消費者被害に気を付けましょう！（弁護士よりアドバイス）

議決されたことおよび協議・報告された主な内容を報告します。理 事会だより

12月のマイバッグ持参率 （11月21日～12月20日）
コープあいちのお店平均 93.9%

1月のリサイクル
（12月21日～1月20日）

コープの資源回収にご協力をお願いします

2月  3日（木） 中日新聞
○知多市 高齢者孤立防止や健康づくりで協定

掲 載

●１月度決算と事業活動について報告しました。
●2021年度のまとめと2022年度方針について報告しました。
●第13回通常総代会に向けた議案検討会用議案書案の作成について協議
しました。

主に協議や報告したこと

●ケアコープ豊橋投資費用と業務内容の件を議決しました。
●2021年度の剰余金活用による地域社会貢献の件を議決しました。
●コープいわくらの閉店に伴う事業所閉鎖と閉店日の決定の件を議決しま
した。

議決したこと

宅配リサイクルの▶
出し方はこちら

（レジ袋36万9千枚程度の削減にあたります）

宅配コープで回収 お店

3.4トン
（3.6）たまごパック

商品案内
チラシ

5.7トン
（5.9）

272.5トン
（400.1）

保冷箱内袋
商品案内袋

0.6トン
（0.7）

食品トレー
（スチロール）

10.1トン
（8.4）牛乳パック トイレットペーパー

再生紙、
商品案内など
ハンガー、クリアファイル
建築資材など

自動車の内装品など

建築資材など

製品化

※（　）数値は前月 

P R E S S  R E L E A S E第9回 理事会報告　2022年2月8日（火）

数値で見るコープあいち （2022年2月20日現在）

組合員総数／53万1977人 （前月比較 +1484人）

出資金総額／97億5878万円　
 （1人あたり1万8344円）出資預り金含む

2022年2月度 55億4801万円

総事業高

累計
（2021年4月度～
2022年2月度）

604億9541万円

109.2％

予算比

105.8％

96.9％

97.6％

前年比

プレスリリース▶
バックナンバー   

発 信 1月26日（水）
○知多市
「地域共生社会の実現に向けた連携協定書」締結式の案内
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報 告 /  01

恩納村サンゴ植え付け資金
目録贈呈式　12月1日（水） 
沖縄県恩納村ふれあい体験センターにて「第5回 
恩納村コープサンゴの森連絡会総会」が開催さ
れ、その中で目録贈呈式を行いました。毎年、組
合員のみなさんに1年を通じてご利用いただいた
「もずく商品」1点につき1円をサンゴの植え付け
資金としてお渡ししています。 

サンゴ礁は天然の防波堤や、多くの生物の住みかになり、もずくも成長します。
恩納村の漁協がサンゴの植樹に取り組み、全国のコープはその活動を支援して
います。

コープあいち・ぎふ・みえ３生協の合計金額 1,000,002円

SDGs

目録贈呈

恩納村の養殖サンゴを飾ったしめ縄を、本部玄
関に飾りました。地元農家の方の手作りで、そ
の売り上げも赤土などの流出防止に利用され、
持続的な取り組みになっています。

報 告 /  02

知多市と
「地域共生社会の実現に
向けた連携協定」を締結
２月１日（火） 
コープあいちは、市民が安心してくらせる環
境を共につくるための協定を知多市と締結
しました。
高齢化がすすむ地域への買い物支援、子ど
もたちが学べる学習の場や子育て世帯が
交流できる場所作りの支援など、さまざま
な連携・協働を通じた仕組みづくりを推進
していきます。  

SDGs

知多市役所での協定式
(右から)宮島市長、森理事長

宮島市長（中央）に「ハピハ
ピボックス」の説明をする
森理事長（右）と荒木尾張
南ブロック長（左）

場

コープあいちくらしたすけあいの会事務局（生活支援課内）
TEL 052-781-6179

①生協生活文化会館（千種区）　②豊橋生協会館（豊橋市）
無料

※当日の検温結果や体調により、会場への入室をお断りする
場合があります

￥

申 問

主催：コープあいちくらしたすけあいの会

コープあいちくらしたすけあいの会
第9回総会 千種区

豊橋市

愛知憲法会議　TEL 080-3633-9086
E-mail：kenpou@poem.ocn.ne.jp

問

主催：愛知憲法会議　協賛：コープあいち
憲法施行75周年記念 市民のつどい 昭和区

Web

5月3日（火・祝）13:00～16:00（予定）

受付はすべて月～金10：00～17：00。
指定のないものはどなたでも参加OK。

インフォメーション

https://waigaya.tcoop.or.jp/

参加・イベント情報サイト
24時間いつでも参加申込OK
ワイガヤナビ

（スマホでもＯＫ）▶

2021年10月1日からURLが変わりました。
お気に入り、ブックマークは変更をお願いします。

新型コロナウイルス感染症対策のため、企画は中止・延期になる場合があります。
ご参加の際はマスクを着用ください。また、体調不良の方はご遠慮ください。

コープあいちの参加・イベント・組合員活動をお知らせします。
SDGs

コープあいちくらしたすけあいの会 会員募集
支援を必要とする人と支援をしたい人をつなぐ有償家事援助

地域で安心してくらせるように、｢困ったときはおたがいさま｣の気持ちで支え合う活動です。
高齢、病気、けが、出産、子育て…。1人では大変なことも、みんなで支え合いましょう。
コーディネーターがみなさんの状況に合わせて、利用・協力できるように調整をします。

困っている方のお手伝いができる組合員の方

今はお手伝いも
できないし頼む
必要もないけれ
ど、この活動を
応援したい方

OCR注文用紙（4桁・6桁注文番号欄）に注文番号（左詰め）と
口数をご記入ください。
ｅ-フレンズでも入力できます。
※お店利用の方で新規登録を希望の方はお問い合わせください

困っていてお手伝いを頼みたい方
利用会員の声
● 本当に助かっています。家事だけではなく、話し相手になってくださるのも
うれしいですね。

● ３歳と１歳の子育て中、忙しい夕方にお手伝い（お風呂や食事の見守り）
いただき本当に助かっています。

申し込み・問い合わせ先
コープあいちくらしたすけあいの会事務局（生活支援課内）
（月～金 10：00～ 17：00）

TEL：052-781-6179

※登録期間：2022年3月21日～2023年3月20日

会員登録と会費入金はＯＣＲ注文用紙、
またはe-フレンズで。

注文番号 3986
商品案内 4月2週～4月4週

１口1000 円 （何口でも結構です）

●継続登録は前年と同じ会員区分です。

利用会員

協力会員

賛助会員

こんなお手伝いができます
掃除、洗濯、買い物、食事作り、通院・散歩の付き添い、荷物の
整理・片付け、ペットの世話（犬の散歩など）、話し相手など

庭の掃除 荷物の片付け家事援助

活動については
Webサイトで
詳しく紹介して
います

子どもが生まれ
て家事も大変…
実家は遠いので
困っています

会員は3種類

締※　  のないものは申込不要

締申込締め切り日 場 場所 ￥参加費

申 申込先 問 問い合わせ先持 持ち物

定 定員 講 講師

年会費の入金で賛助会員の新規登録と、
前年度会員の継続登録となります。

普段、家でしてい
る家事でこんなに
喜んでもらえてう
れしいです

ご依頼からお手伝いまでの手順

くらしたすけあいの会
事務局までお電話ください。
事務局より地域の
コーディネーターに連絡します。

1

コーディネーターが
電話または訪問して
具体的な相談をします。

2

条件の合う協力会員に
活動を依頼します。

3

活動初日はコーディネーターが
協力会員を利用会員に紹介し、
支援内容を確認しながら
すすめます。

4

賛助会員の新規登録と
年会費の入金はこちら！

空いている時間に、
ご自分のペースで。
まずは
週に1回1時間から
始めてみませんか？

空いている時間に、
ご自分のペースで。
まずは
週に1回1時間から
始めてみませんか？

空いている時間に、
ご自分のペースで。
まずは
週に1回1時間から
始めてみませんか？

場 名古屋市公会堂　　全席指定。前売券はチケットぴあで扱い予定
当日のコープあいちの受付はありません。一般1300円／年金生
活者・中高大生・障がい者900円／Web視聴900円
申し込み方法などの詳細は、後日コープあいちＷｅｂサイトでお知らせ
します。

￥

•対談「世界と日本の現在〈いま〉を考える」（仮題）
青木理（あおきおさむ）さん(ジャーナリスト)
綿密な取材をもとに、テレビや雑誌など幅広いメディアで発信。
水谷陽子（みずたにようこ）さん(弁護士)
「結婚の自由をすべての人に」の愛知訴訟などで活躍。
•文化企画　せやろがいおじさん さん(芸人)　
政治や社会について直球で向き合うYouTubeの動画が人気です。

※感染予防対策をして活動しています

各
会
員
の
新
規
登
録
は
お
電
話
で
！

「困ったときはおたがいさま」の気持ちで支え合う活動です。
総会では活動の交流と計画の話し合いをします。新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、会員のみ、Webで２会場をつなぎます。
Zoomでの参加も可能です。参加方法はお問い合わせください。
※コープあいちくらしたすけあいの会では会員を募集しています 
　→11ページ

4月27日（水）10:00～11:30
お早めにお申し込みください。

Ｗｅｂ配信は通信量が多いため、スマートフォンやタブレットで受信する場合、ご本人の責任の上でご自宅などのWi-Fiのご使用をおすすめします。
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