


覚覚えておこう！

コ ー プ 相 談 セ ン タ ー
組合員のみなさんの
どこに相談していいか分からないことや困りごとを、
気軽にお問い合わせできる電話窓口です。

TEL 052-781-6161
月～金　9：00～17：00

生活支援課 鹿野 正博
しかの  まさひろ

そもそも「契約契約」って何？

18歳と19歳の人は、未成
年を理由に契約を取り消す
ことができなくなりまし
た。安易に契約するとトラ
ブルにつながる可能性があ
るので気を付けましょう。

18歳から
「未成年者取消権」※

が使えなくなる！

※「未成年者取消権」…未成年者
が親（法定代理人）の同意を得ず
に契約した場合は、未成年者を保
護するために契約を取り消すこと
ができます

もしもトラブルが起こってしまったら あきらめないで！

☎１８８局番なしの

い や や 消費生活相談窓口では、商品やサービスに関する契約
トラブルや、悪質商法による消費者被害などについての
相談を受け付けています。トラブルに遭ったり、不安を
感じたときは、1人で悩まずに早めにご相談ください。最寄りの消費生活相談窓口につながる全国共通の電話番号です

「誰でも簡単にもうかる」という話は信用しない。

友だちや知り合いからの誘いでも、
不安を感じたらきっぱりと断る。

クレジットカードや借金で支払うような
高額な契約はしない。

1回だけのつもりでも、定期購入になっていないか、
解約・返品はできるかなど十分に確認する。

スマホの契約などに
名前の貸し借りをしない。

「相手の好意は商品を売るための手口」
甘い言葉をかけられても、
お金の話が出たらのらない。

ネットの情報だけで自己判断しないで

例えば、コープ宅配希望者には、宅配開始
までのつなぎとして、
「コープあいちくらしたすけあいの会」
の買い物支援を紹介するなど、
みなさんの困りごとに合わせ
てアドバイスしています。

生活支援課 三浦 好行
みうら  よしゆき

アドバイス

スマホに身に覚えのない
有料動画サイトの
請求メールが来た

スマホの通信サービスを装った不正請求・架空
請求のようです。覚えがなければ無視しましょう。念のた
めに、契約している通信サービスに確認すると安心です。
その際はメールで送られてきた電話番号には絶対に掛け
ず、手元の契約書などで調べて電話してください。悪質な
事業者を摘発するためにも、「消費者ホットライン」に相
談することをおすすめします。

先輩にもうかるといわれて
　　　　　　　　投資した

若者をターゲットにする悪質業者に注意！
契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知ったうえで、その
契約が本当に必要かよく考える力を身に付けておくことが重要です。
普段から家族で話し合っておきましょう。

マルチ商法（連鎖販売取引）と思われ
ます。状況によってクーリング・オフや中途解約が
できます。まずは、「消費者ホットライン」に電話
して、対応方法などのアドバイスを受けましょう。 

アドバイス

こんな相談が寄せられています

「法的な責任（義務）が生じる約束」のことです。

消費者ホットライン

この2人に
聞きました

合意
契約成立

契約の一例

商品を渡す義務

お金を払う義務

消費者庁「18歳から大人」特設ページにも
参考資料が掲載されています。

先輩

でもなぁ…

覚えておこう！

美容院でカットするなどのサービスも契約です。
いったん契約すると原則として一方的にやめることはできません。

かしこまりました
（承諾）

ください
（申し込み）

2022年4月から

4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成年になると、自分だけでスマホやクレジットカードなどの
契約ができるようになります。
一方で、トラブルに巻き込まれる可能性も高くなります。
そうならないためのアドバイスを生活支援課に聞きました。
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6月号は「　  セフター」です。

納豆好きになるために
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。
ねぎをたっぷり入れて臭いを消
し、たまごでさらさらフワフワ
食感に！

編集部まとめ

　　北海道産大豆 大粒納豆
135ｇ（45g×3）＋たれ＋からし
次回予定：毎週

一日の中で、いつ食べるのが効果的ですか？Q

表面に付いた小さな白い粒は何ですか？Q

夕食に食べるとよいといわれています。
納豆菌に含まれるナットウキナーゼという酵素には、血管につくられ
る血栓を溶かしやすくする働きがあり、脳梗塞や心筋梗塞などの血栓
症を予防する効果があります。血栓ができやすい時間帯は睡眠後6～
8時間とされていて、睡眠中に発病することが多いそうです。ナット
ウキナーゼは食後4時間くらいから働きだすので、夜がベストです。
他にも、たくさんの健康効果があるので、朝もおすすめですよ。

A

チロシンというアミノ酸の結晶です。
熟成がすすむとタンパク質の分解もすすみ、チロ
シンが出ます。食べても無害ですが、ザラザラし
た食感で、臭いもきつくなるので、加熱する料理
に使うとよいでしょう。

A アミノ酸の結晶で

夕食に食べる

遺伝子組み換えでな
い北海道産のハヤヒ
カリという黒目大豆
を使用。糖度が高く、
ふっくらもっちりと
した食感です。

“CO・OP 有機小粒カップ納豆”で作る　おすすめレシピ

おやつやおつまみに
【もちもち納豆おやき】  ●材料（2～3人分）

交流会で大人気！ 納豆菌と乳酸菌のコラボ
“CO・OP 有機小粒カップ納豆”で作る　おすすめレシピ
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【納豆キムチ】  ●材料（1人分）

納豆を使ったレシピと
こぼれ話はWebで

　   有機小粒カップ納豆………… 1カップ
長いも（すりおろし） …………… 150g
ニラ ……………………………… 7～8本
長ねぎ（小口切り） ……………… 1/2本
片栗粉 ……………………………大さじ1
塩 …………………………………少々
ごま油 ……………………………適量

　   有機小粒カップ納豆……1カップ
キムチ ………………………適量
きざみねぎ …………………適量

❶納豆を添付のたれと混ぜる。添付の
からしはお好みで。
❷キムチが大きければ、粗く刻む。
❸❶と❷をあえ、器に盛って完成。お好みできざみねぎを散らして。 ❶ごま油以外の材料を混ぜる。

❷フライパンにごま油を熱し、スプーンで❶を落として中火で片面ず
つ焼く。
❸両面こんがり焼いて出来上がり。

り 声くつ て の よい商品は必ず支持されると信じて
●「有機」は高い信頼を得る証
　コロナ禍では、学校給食の停止や飲食店・宿泊施設の
休業で出荷が止まってしまい、一般商品の納豆が余るこ
とを懸念しましたが、以前からお付き合いがあった地元
の「こども食堂」や高齢者施設などへ納豆を寄付し、無駄
にせずに済みました。一方、生協商品の有機納豆は注文
数が増え、限界ぎりぎりの増産が続き、欠品しないよう製
造出荷に努めました。また、大豆はアメリカ産なので、海
外からの輸送が遅れることも心配でした。
　アメリカ産というと敬遠されがちですが、この商品は素
晴らしい商品だと自負しております。品質や生産方法に
関係するさまざまな厳しい基準をクリアした有機JAS認
証を受けた大豆だからです。隣の畑の農薬が風で飛んで
きたり、雨水で化学肥料が流れてくることのない広大な
畑で作られた安全・安心な有機栽培大豆100%使用の
納豆です。

●組合員の声×メーカー＝こだわりの納豆
　組合員の声が反映されるのが生協です。一人ひとりの
意見がメーカーに届く仕組みになっていますよね。コロ
ナ禍前は、交流会や学習会で組合員のみなさんからい
ろいろなお話が聞けました。その中には要望や質問も多
くありました。その声が商品改善につながり、商品をより
よくしてくれます。いろいろな声を聞いて、常においしく
て安全・安心な商品作りを心
掛けています。
　一日も早く以前のように安
心して交流ができるようにな
ることを願っています。それ
まで、当社へのご意見・ご要
望がありましたら、どんどん
お寄せください。 株式会社小杉食品 

河端重治（かわばた しげはる）さん

生協のこだわりに賛同生協のこだわりに賛同
　昭和8年創業の小杉食品は、納豆
嫌いの人にもぜひ食べてもらいたい
と、ユニークでこだわりのある納豆を
作り続けているメーカーです。「CO・
OP有機小粒カップ納豆」は開発当
初は別のメーカーが作っていました
が、生産中止になってしまいました。
有機栽培納豆は、製造工場が有機
JAS認定を取得していなければなら
ず、その認定を持っていた小杉食品に
依頼したところ、生協のこだわりに賛
同し引き受けてくれました。
　こだわりはもちろん安心して食べら
れる商品であること。有機栽培と明記
された大豆は厳しいＪＡＳ規格に合格
したもので、安全・安心の極みともい
えます。国産大豆で有機栽培となる
と、希少でかなり高価格。とても「毎
日の食卓に」とおすすめできる商品は
作れません。アメリカの広い畑で栽培
された有機栽培大豆を使うことで、手

に取りやすい価格で安全・安心な納
豆をお届けできています。

カップに入っているものカップに入っているもの
　安全でおいしい納豆を届けるため
に検査は欠かせません。毎日ロットご
とに官能検査をし、味や香り、豆の状
態を確かめています。微生物検査や
金属探知機による異物検査なども行
われ、工程もトレーサビリティでしっ
かりと管理されています。
　現在、カップ1個ずつに賞味期限が
印字されていますが、これは組合員
の要望がかなったもの。曲面に印刷
できる特殊な機械やインクが必要で
コストがかさみますが、作業効率を努
力で補い改善して応えてくれました。
　小さなカップには、おいしさと安
全、それに組合員の困りごとに何とか
したいという小杉食品の思いも入っ
ているのです。

◀冷却熟成室
冷却熟成室で約24
時間熟成させる。コン
テナ上の黒色のパイ
プからは、マイナスイ
オンが注がれている

◀賞味期限印字
カップに印字したこと
で、外装フィルムをは
がしても賞味期限が分
かる。２０２１年、バイ
オマスインクに変更

▲納豆菌接種
蒸煮（じょうしゃ）した大豆を窯から出しながら、
タンクに入った納豆菌をノズルを使って噴霧する

3年以上、土壌に農
薬・化学肥料を入れ
ていない畑で大豆を
育てる

◀アメリカの広大な
圃場（ほじょう）

いい いい いいモノ コト トコロ
File/21

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。　

化学肥料や農薬に頼ら
ない、有機JAS認定か
つ、遺伝子組換えでない
大豆を使った納豆

納
豆
の
老
舗
が
こ
だ
わ
っ
て
作
る

毎
日
の
食
卓
に
上
が
る
有
機
納
豆

Webでも読めます株式会社小杉食品・三重県桑名市

有機小粒カップ納豆

　　 有機小粒カップ納豆
90g（30g×3）＋たれ＋からし
次回予定：毎週
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76 カレンダーで書かれている六曜の中でもっとも縁起のいい日を？ ＞ ＞ ●○○○（1文字目）1文字目のキーワードはじっこクイズ 9ページのタイトル「〇〇〇センターだより　やざこさんレポート」 ＞ ＞ ●○○（1文字目）2文字目のキーワードはじっこクイズ

子育て情報Webサイト 

いつものお買い物に少しのプラス。
親子でできるエシカルを見つけて
みませんか？

おいしくって止まらない！？ 
カンタンたまごボーロの作り方 

今月の          ポイント！
 

子育て情報Webサイト「ほこフレ！」 
https://coopaichi-hocofure.jp

チェック
  してね♪ 

4月にオープンした子育て情報Webサイト「ほこフレ！」。
もうチェックしていただけましたか？ 
ここでは、「ほこフレ！」サイトにアップされた新着記事やおすすめ情報をご紹介します。 

親子で遊ぼう！ 「とんとんずもう」
ダウンロードして作ってね♪

「ほこフレ！」へのご意見、子育ての
悩みやエピソードなどをお知らせください
毎月抽選で10人に

投稿はサイト内の
「ほこフレ！ レター」 ＞ 「この指とまれ♪」 から！

ほこちゃんグッズを
          プレゼント！ 
ほこちゃんグッズを
          プレゼント！ 
ほこちゃんグッズを
          プレゼント！ 

注目

みなさんからの
投稿募集中♪

※画像はイメージです

薬剤師の国家試験です。過度の緊張で
お腹が痛くなり、薬をお守り代わりに持っ
ていったのを覚えています。同級生と励ま
し合いながら勉強に打ち込んだ時間は、
私にとっての財産です。

薬が私のお守り
むちこ（港区）

初めての出産です。17年前のことなのに、
あの不安な気持ちを今でもリアルに思い
出します。4年後にもう1人出産しました。
子育ては緊張の連続ですね。でも、それも
人生の彩りってことで♪

今でも忘れない
さいひろ（長久手市）

40年ほど前、勤めていた病院で新職員の
看護師に保険の説明をすることになりまし
た。説明を始めたときは緊張していました
が、話しているうちに落ち着きを取り戻し、
無事に説明ができました。説明を始める前
の緊張は、今でも思い出します。無事終
わったときのことが忘れられません。

40年たっても
クリーミーマミ―のママ（瀬戸市）

次 回 のテーマ

「夏の過ごし方」
編集者の「ちょっとお先に」

〇毎年、家族でキャンプへ。星空に感動！（Ｊ）
〇地元のよさこい祭り鑑賞。今年こそ！（よ）

アボカドが大好きでよく注文しています。コー
プのアボカドは、ちょうど食べごろで皮がむきや
すく、調理しやすい固さのものが届くので本当
にありがたいです！

なぎまま（春日井市）

ハピハピボックスをいただいた日に、
初めての寝返り！生後107日目です。
たくさんのプレゼントをありがとうござ
います！

小林りえ（愛西市）

アボカド

ハピハピボックス

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

 - - - 5月中止します-- -

 - - - 5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。

息子が年少のときのピアノの発表会。ド
キドキしている親を横目に上手に「ミッ
キーマウスマーチ」を弾き終えましたが、後
から息子が「顔が熱くて燃えるかと思っ
た」と教えてくれ、あ～緊張していたんだ
なぁと思いました。

燃えるほど！？
あんこちゃん（緑区）

中学3年生のとき、市が主催したのど自慢
大会に出ました。大きなホールで松田聖
子さんの「青い珊瑚礁」を熱唱！このころ
から人前に出るのが緊張から快感？にな
りました。

青い風を切って走れ
くんちゃん（瀬戸市）

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)。

6～9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…アスパラガス

❶ 8月のテーマ        「夏の過ごし方」
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4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

☆「芯の強さ」
小村文子（武豊町）

F r e e  T a l k
自由におしゃべり

☆大好きだよ

妹が大好きな
お兄ちゃん。
妹にチューや
ギューをよくし
ています。2人
仲良く元気に
大きくなってほ
しいです♪

みのりん（瑞穂区）

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

30年前の短大試験の面接が一番緊張
しました。推薦入試で、「THE面接官」と
いう感じのご婦人が、私の顔や話す言葉
を食い入るように見聞きしていました。当
時、私はうら若き乙女でしたし…（笑）結果
は合格。いい思い出です。

ドキドキの面接
ゆうなママ（東海市）

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　  5月19日 （木） 消印有効

投稿方法

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

）

人生で一番緊張したこと　
～ 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

※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。

〈 次回予定 ： 毎週 〉
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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

今月のテーマ 生協の微生物検査について

3月度の
検査検体数（合計871）

微生物
残留農薬
食品添加物
その他理化学検査
アレルゲン
残留放射性物質
ヒスタミン

【報告日】
2022/2/21～2022/3/20

761
37
12
1
23
9
28

「 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。

みなさんにお届けしている商品の
品質は、検査センターでの検査以
外にも、商品の製造方法や表示
のチェック、産地・工場点検など
さまざまな側面から確認してい
ます。安心してご利用ください。

こんにちは！
「やざこ」です

検査センターだより

今回は東海コープ商品検査センターで行っている検査のうち、
微生物検査についてお知らせします。

検査数が最も多いのは微生物検査
　検査センターでは、微生物検査、残留農薬・食品
添加物・アレルゲン・ヒスタミンなどを検査してい
ます。2021年度は、約11,000件の検査を行い、そ
のうちの約10,000件が微生物検査でした。食品
に関するリスクの中で、身近で危険性が高いのは
微生物による食中毒です。組合員へお届けしている
商品が、衛生的に製造されたものかを確認するため
に、微生物検査は重要と考えています。

微生物検査で分かること
　商品が衛生的な環境で作られているかどうかを
「衛生指標菌」の検査を中心に確かめています。
「衛生指標菌」とは、一般生菌数・大腸菌・黄色ブ
ドウ球菌などといった、製造現場の衛生状況を評
価する指標となる細菌のことです。

微生物検査の結果をどう活用しているの？
　検査結果は、東海コープの自主基準に照らして判
定しています。2021年度は、約95％が東海コープの
基準に適合していました。基準に適合していなかっ
た商品は、必要に応じてメーカーに検査結果を知ら
せ、品質の改善につなげています。
　また、個別の検査結果を評価するだけでなく、こ
れまで実施してきた多くの検査データを分析するこ
とで商品やメーカーの評価が可能となり、品質管理
に役立てています。

毎月、検査結果を
報告しています

食中毒・腐敗などの
変質リスクが高いもの

豆腐、練り商品、
ハム、ウインナーなど

生で食べるもの 惣菜、生菓子、刺身など

主な検査対象商品

産業と技術革新の基盤をつくろう
宅配のインフラ活用、ドローン実証実験、
デジタル技術を使ったコロナ禍の活動

生協の取り組み

SDGs

笑顔のたねをまこう 第9回

理事長  
森 政広（もり まさひろ）

▶2021年6月、山間地域の配送にドローン
を活用する実証実験を、新城市、豊川市、
名古屋鉄道㈱と協力し実施

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。

丸2年コロナ禍が続く中で、SNSツールのLINEを使った
情報提供が始まっています。商品の学習会やイベント企画
などをブロックごとにお知らせする「ブロックLINE」が約
1,3 0 0人、お店の企画や商品を案内する「お店ごとの
LINE」は約19,000人の登録となっています。また、虹の
会※が主催するオンラインの商品学習会も、回を重ねるご
とに参加者が増えています。

※コープの生産者・メーカー約200社・団体が加入する会

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。
みなさんも、オンライン商品
学習会にぜひご参加ください。

▲オンライン商品学習会の様子

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

1月のマイバッグ持参率 （12月21日～1月20日）
コープあいちのお店平均 93.8%

2月のリサイクル
（1月21日～2月20日）

コープの資源回収にご協力をお願いします●2月度決算と事業活動について報告しました。
●生活文化会館2階食事提供業務と施設活用について協議しました。
●コープあいち環境政策の見直しについて協議しました。

主に協議や報告したこと

●2022年度執行役員選任の件を議決しました。
●2022年度総合損益予算の件を議決しました。
●2021年度「コープの森づくり環境基金」寄付の件を議決しました。
●「みなし自由脱退」処理実施の件を議決しました。
●福祉専任職員・福祉ケアスタッフ・生活支援パートの定年延長に関する
就業規則改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37万枚程度の削減にあたります）

宅配コープで回収 お店

4.5トン
（3.4）たまごパック

商品案内
チラシ

6.7トン
（5.7）

367.1トン
（272.5）

保冷箱内袋
商品案内袋

0.7トン
（0.6）

食品トレー
（スチロール）

9.3トン
（10.1）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10回 理事会報告　2022年3月8日（火）

数値で見るコープあいち （2022年3月20日現在 ）

出資金総額／97億258万円　
 （1人あたり1万8334円）出資預り金含む

2022年3月度 49億6889万円

総事業高

累計
（2021年4月度
～2022年3月度）

654億6430万円

104.1％

予算比

105.7％

98.3％

97.7％

前年比

プレスリリース▶
バックナンバー   

３月２日（水） 日本食糧新聞
○知多市　地域共生社会の実現に向けた連携協定書締結

掲 載

発 信 ３月３日（木）
○あま市　ランドセルカバー贈呈式の案内

組合員総数／52万9216人 （前年同月比較 +10070人）

生協法および定款では「事業年度末（コープあいち
は3月20日）の90日前までのお申し出」と決めら
れています。「事業年度末の90日前」は12月20日
（翌年がうるう年の場合は12月21日）となります。

4月に返還

4月に返還

3月　4　 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 　4　 5 6 7 8 9 3 　4　 5 6 710 11 12 1 2

2022年3月21日～12月20日に
脱退・減資をお申し出

2022年 2023年 2024年3/21 12/20 12/21

2022年12月21日～2023年12月21日に
脱退・減資をお申し出

組合員のみなさんへ 大切なお知らせ

脱退時や減資時の「出資金の返還時期」を
3月21日以降の受け付けより変更しました。

経理部（月～金10：00～17：00） TEL052-703-1573問い合わせ先

今回の「出資金の返還時期」はどのように変わったのですか？

2022年3月21日以降に受け付けた分から、翌年4月に返還となりました。
なお、この対象は自由脱退※1と減資（出資金の一部返還）ですので、
法定脱退※2の場合は変更ありません。

※1　自由脱退…組合員の都合で生協を利用しなくなったことによる脱退
 （法定脱退以外の脱退のこと）
※2　法定脱退…県外への転居、組合員ご本人の死亡、除名による脱退のこと

コープは組合員のみなさんの出資金を元手に事業を運営しています。
お預かりした出資金で安心して利用できる商品や宅配センター・お店などを作ります。

11ページ「総代会ってなぁに？」もご覧ください。
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平和の活動にオンラインで参加
被災68年  3・1ビキニデー集会
3月1日(火)

今年はコロンビア大学・核研究
センターから、現在のマーシャル
諸島での放射線学的な状況につ
いて報告がありました。いまだ島
民が帰還することができないビキ
ニ環礁の現状を
学び、核兵器廃
絶への思いを新
たにしました。 

ピースアクションinオキナワ 
～第39回沖縄戦跡・
基地めぐり～ 3月25日(金) 

テーマは「沖縄を知ろう、そして身のまわりの平和を考
えつなげよう」。講演会では、山口剛史さん（琉球大学
教授）から「戦争へ誘導する言説に安易にのせられな
い、戦争が肯定されてしまう現実を考える、平和をつく
る知恵として沖縄戦から何を学ぶのかが大切」とお話
がありました。戦争体験者の講話もあり、平和につい
て考える機会になりました。

日本コープ共済生活協同組合連合会は、㈱学協社と協力して7年前から
「コーすけランドセルカバー寄贈企画」を行い、全国の小学校に配布して
います。あま市ではすべての小学校で使用いただくことから、贈呈式が行
われました。 

あま市  ランドセルカバー贈呈式 3月14日（月）

1954年3月1日
アメリカがマーシャル諸島のビキニ環礁で水爆実験を行う
この実験の威力は広島に投下された原爆の1000倍といわれてい
ます。島民や日本漁船多数が被ばくしました。 
9月23日　久保山愛吉さん死去 
ビキニ環礁で被ばくした漁船「第5福竜丸」の乗組員23人全員が
「放射能症」にかかりました。被ばくから半年後、無線長の久保山さん
は40歳の若さで亡くなりました。

愛知県からの参加者によるうたごえ

（左から）松永教育長、村上市長、平光副
理事長、コープ共済連 徳永部長、一宮生
協 伊東係長

沖縄戦や基地問題
をどう考えるかに
ついて、クイズ形
式も交えて分かり
やすかったです

学童疎開船「対馬丸」で生き残った壮絶な体験を聞いて、戦争は絶
対に起こしてはいけないと強く思いました

ビキニ事件

子どもたちへの平和学習では、疑問をたくさん出させることが大切と
のお話に納得でした

全国大学生協連による平和の取り組みの紹介 

SDGs

ビキニ事件をきっか
けに核兵器廃絶の
世論と運動が起こり
ました。ビキニデーは
反核平和を願う原点
の日です。 

生活協同組合は一人ひとりがお金を出し合い出資、商品やサービスを
利用し、方針を決めて運営します。大切なことは組合員全員で決める
ことが望ましいですが、実際には52万人の組合員が集まって話し合う
ことはできません。そこで組合員の代表者「総代」を選びます。

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

参加・イベント情報サイト ワイガヤナビ

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

24時間いつでも参加申込OK
（スマホでもＯＫ）▶

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。

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

昨年の採決の様子。間隔を空けて着座

新型コロナウイルス感染拡大防止に留意して開催します

２０21年度活動のまとめと２０22年度活動方針・
事業計画などについて決定します。

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）
大ホール

６月13日（月）１０：３０～１２：00

第13回通常総代会
開催のご案内
日 時

会 場

内 容

TEL 052-703-6022 
機関運営部（月～金 10：00～17：00） 問い合わせ先

組合員活動支援部　TEL 052-703-6055問

今年も平和行進が愛知県にやってきます。
新型コロナウイルス感染症防止対策のため、行進や拠点での集会、アピール
などは、各地域で工夫して、短時間・少人数で行われます。
コロナ禍でも核兵器廃絶を訴える活動は続いています。

みなさんの応援が力になります！
2022あいち平和行進

愛知県

〇県から県への引き継ぎ集会
　5月31日（火） 静岡県から愛知県へ　6月11日（土） 愛知県から岐阜県へ

5月31日（火）～6月11日（土）
平和行進のコース（日程や歩くルート）など
詳細は「あいち平和行進実行委員会」の
Webサイトでご確認ください。
https://peacemarch.peace-aichi.net/

「コープあいち組合員活動ガイドライン」に
沿ってご参加ください。

「総代会」ってなぁに
「総代会」は、生協の運営にかかわる重要な事項を
決定する、コープあいちの最高の意思決定機関です。

総代を選出

組合員の願いをコープあいちの事業や活動に生かすために、どうした
らよいか意見を出し合い、総代会で議案への賛否を示します。

総代の役割

一人ひとりが出し合った
お金で、安心して利用できる
商品や宅配センター・お店

などを作ります。

みんなで出資

コープ商品や
農・畜・水産商品など、
安心できる商品の購入や
サービス（共済、福祉など）を

利用します。

みんなで利用
みんなの意見や要望を
商品開発や改善、

活動や事業運営などに
反映します。

みんなで運営

？

「平和アーカイブ」
「東日本大震災復興支援10年の歩み」
「平和アーカイブ」「平和アーカイブ」
「東日本大震災復興支援10年の歩み」「東日本大震災復興支援10年の歩み」

コープあいちの平和の取り組みを「平和アーカイブ」
Webサイトで公開しています。 
被爆・戦争体験証言動画や資料もあり、平和の尊さ
を考えることができるサイトです。今後も、組合員の
みなさんとコンテンツを充実させていきます。 
また、みなさんから平和への思いを寄せていただくフ
ォームも設けました。ぜひ、平和メッセージを投稿して
くださいね。

そして、コープあいちが取り組んできた10年間の東日
本大震災復興支援活動をまとめたWebサイトも公開。 
活動に携わってきた組合員のみなさんや職員のインタ
ビューもあります。
こちらもぜひご覧ください。 

Webサイトオープン！

「平和アーカイブ」サイト

平和メッセージは
こちらから

「東日本大震災復興支援10年の歩み」サイト

SDGs
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