


集める集める 避難計画を立てて必要なものを集める

知る 自宅の被災リスクを知る

やってみるやってみる 慌てず正しく使うために、一度やってみる

自治体が作成したハザードマップ※で、自宅付近の被災リスクや避難所の位置を確認しましょう。
同じ場所でも
洪水・浸水、土砂災害、高潮、津波など、災害ごとにリスクは異なります。
まずは、どの災害が起きたときに、どう行動するべきなのか、
事前に知っておくことが大切です。

いざというときに失敗しないために、準備した物を一度使ってみることも大切。
子どもや高齢の方は、用意した非常食が口に合うか食べてみると安心です。
被災時に一番困るのはトイレ。簡易トイレは慣れないと手間取ることが多いといわれて
います。トイレを我慢すると体調不良の原因にもなるため、被災時に気を付けるべきポ
イントの1つです。

※災害のリスク情報を表した地図。
行政のWebサイトなどで入手できます

●準備のポイント準備のポイント
被災リスクが大きい 大きい 

被災リスクが小さい 小さい 

衣 冬は防寒、夏は暑さ対策も考えましょう。
（寒さ対策…カイロ、湯たんぽ／暑さ対策…うちわ、冷却シートなど）

食 電気・ガスが止まっても
調理できる準備をしましょう。

住 明かりは広い範囲を照らせる置き型タイプや、
両手が使えるヘッドランプが便利。

飲食、洗顔、トイレに流す水もすべてペットボトルの水だけにして、
1日に必要な水の量を確かめてみましょう。

水道・電気が止まってしまうと、水洗式トイレは流せなくなります。身近な材料を使って簡易トイレを作ってみましょう。

1日をペットボトルの水だけで過ごしてみる1日をペットボトルの水だけで過ごしてみる

自宅に簡易トイレを作り、使ってみる自宅に簡易トイレを作り、使ってみる

ポータブルバッテリー（蓄電池）／
キャンプ用の小型サイズで太陽光で充電できるものなど。
帽子／防寒と頭を守る。髪が乱れていても帽子をかぶれ
ばへっちゃらに。
保湿クリーム、リップクリーム／ストレスから肌荒れに
なりやすいため、スキンケア用品はあると便利。

すべて抜くと臭いが
あがってくるので、
少し残す

❶便座を上げて水を抜き、
便器にゴミ袋をかぶせる

タンクの
水も抜く

これが便利！

「一時避難から避難所の体制
が整うまで」を想定した防災
用品のセット。

防災士の選んだ避難用
19点セット
次回予定:2月4週

避難所までの移動方法や道順を家族と話し合いましょう。
自分たちに必要な物のリストを作って、事前に用意することが大切です。

・ 無理なく持てる量を、すぐに持ち出せる場所に置く
・ 両手が自由になるリュックを活用する

・ 使いながら備えるローリングストックを心掛ける
・ ライフラインが止まった状態でも生活できる「衣・食・住」の準備をする

あると便利なこんなもの

浦野さんからの
ワンポイントアドバイス

避難所の感染対策も仕組みづくりやマニュアル化がすすんでい
ますが、不安な場合は自宅の被災リスクと照らし合わせて判断し
ましょう。ホテルや親類・知人宅など、複数の選択肢を持つよう
にしておきましょう。

❺トイレットペーパーは
別のゴミ箱へ

便などは袋をきつくしばって
ふた付きのごみ箱へふた付きのごみ箱

複数の選択肢を持つ

❸新聞紙を折って
輪っかにし、
レジ袋をかぶせる

❷穴の大きさにあわせて
段ボールを入れる

上から
見ると

ゴミ袋

ゴミ袋

便座

正
面

❹❸のレジ袋の中にちぎった
新聞紙や凝固剤を入れ、
敷いたダンボールの上に置く

レジ袋 中のレジ袋だけを
取り替えるので、
処理が楽

便座を下ろして完成

照明がつかないと真っ暗です。日ごろから、寝室から
出口までの通路に物を置かないようにして、枕元には
ライト・笛・足を保護できるスリッパを置きましょう。

▼ハザードマップの一例

出典：ハザードマップポータルサイト

便の量は、固めると実はこぶし
程度
小さめのレジ袋を利用して、
ゴミを減らしましょう

緊急用トイレ
凝固剤500g
（50回分）
次回予定：2月4週
雑貨別チラシ

これが便利！

知る 集めめる やってみるってみる

もしも災害が起きたとき、慌てず行動するためには日ごろの準備が大切。
認定NPO法人レスキューストックヤードの浦野さんに
私たち一人ひとりができる災害への備えについてお話をうかがいました。

もしもに備えて

【認定NPO法人レスキューストックヤード】　名古屋市東区泉1-13-34 名建協2階

過去の災害から学んだ教訓を伝え、災害に強いまちづくりのお手伝いをする名古屋の
認定特定非営利活動法人。防災・減災対策に役立つ知恵やノウハウを提供しています。

認定NPO法人レスキューストックヤード　

浦野 愛さん
うらの　あい

知る・集め集める・やってみるやってみる

SDGs
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3月号は「　  あらびきウインナー」です。

ごまあえだけじゃない
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。
ごまは料理の名バイプレー
ヤー！すりごまで手軽に試して
みてくださいね。

編集部まとめ

ごま油も定番商品。
「九鬼太白純正胡麻油」
を使えば、いつもの料理
もワンランクアップ！

九鬼太白純正胡麻油 1650ｇ
次回予定：2月 3週

開封後のすりごまの保存方法は？Q

茶色のごま油は、
黒ごまから作られている？

Q

ごま油の色は、ごまの種類ではなく
焙煎する温度の違いです。
九鬼純正胡麻油こいくち：香味焙煎法で、ごまを高温で深く焙煎し、搾油。
九鬼太白純正胡麻油：ごまを煎らずに、生のまま搾油。

A

2～3カ月ほどで食べ切ることをおすすめします。
チャックシールをしっかり閉じれば常温保存で大丈夫ですが、開封
後2～3カ月を目安に食べ切ってください。保管場所は、湿度の少ない
常温の暗い場所をおすすめします。

A 2～3カ月ほどで食べ切る

焙煎する温度の違いです。
い

“CO・OP すりごま”で作る　おすすめレシピ

胡麻油とすりごまが香ばしく香る
【ナムル（にんじん/ほうれん草/もやし）】  ●材料（4人分）

すりごまで濃厚さをプラス！
“CO・OP すりごま”で作る　おすすめレ

すりすりすすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすすりすすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすりすすりすりすりすりす ごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまごまご ででででででで濃で濃で濃でで濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃ででで濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃で濃でででででで 厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚さ厚厚厚厚 をプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプををプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプをプラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラスラススラスラスラスラスラ ！！！！！！！！！！！！！すりごまで濃厚さをプラス！
【まぐろ漬け丼】  ●材料（1人分）

すりごまを使った
レシピとこぼれ話はＷｅｂで

最後にすりごまを振り掛けると、ごまの香りがさらにアップ！ポイント

❶まぐろはしょうゆ、酒、みりんに漬けておく。（15分ほど）
❷漬け込んだまぐろにすりごまを加え、さっとあえる。
❸炊きたてのごはんの上に盛り付ける。お好みで、ねぎやきざみのり
をのせる。

ごはん …………………180ｇ
まぐろ …………………100ｇ
　   すりごま（白）………大さじ1
しょうゆ ………………大さじ1と1/2
酒・みりん ……………各大さじ1
ねぎ・きざみのり ……各適量

にんじん/ほうれん草/もやし …… 1本/1把/1袋
　   すりごま（白）…………………… 大さじ2
　　九鬼純正胡麻油こいくち …… 大さじ1
　　しょうゆ ……………………… 大さじ1
　　砂糖 …………………………… 大さじ1/2
　　鶏がらスープの素 …………… 小さじ1/2
　　にんにくチューブ …………… 少々

❶にんじんは細切りにし、沸騰したお湯に塩を入れてさっとゆでる。
お湯を切り、酢小さじ1（分量外）を回し掛けて絡め、水気を絞る。
ほうれん草も同じようにゆで、水気を絞って5㎝程度に切る。もやし
もさっとゆでて水気を絞る。
❷すりごまとAを混ぜ合わせる。
❸❶の野菜に❷を加え、よくあえて完成。

A

り 声くつ て の 組合員と一致団結で
●商品の背景を伝えたい
　さまざまな料理を引き立てる「ごま」は、食材と合わさ
ることでさらにおいしさが倍増します。まるで、組合員と
九鬼産業の関係のように感じています。みなさんに支え
ていただくことで商品が誕生するからです。
　生協は組合員や職員とのつながりがあり、交流会や紙
面で商品のよさやメーカーの技術、私たちの思いを伝え、
知っていただくことができます。お互いの意見が通りやす
く、組合員の要望によって改良、開発することができます。
「双方向の意見交換」というのは、生協でしかできない交
流方法だと感じています。これからも、いただいた意見を
基に安全・安心でおいしい商品を届け、商品を通じてみな
さんの豊かな生活に貢献します。

●交流の先に生まれるもの
　中華料理店や和食店などの業務用出荷は厳しい状況

となりました。そんな中、内
食化に伴い、健康イメージ
で、どんな料理にも合う
「ごま」が食卓に並ぶ機会
が多くなったのか、ごま製
品を多くの方にご利用いた
だきました。
　コロナ禍前の交流会や学習会では、組合員のみなさん
の声を基に、さらなるおいしいレシピを追求、作成してい
ました。また、使い方の報告などで常に学ばせていただい
ていました。交流会が行えない今、商品カタログやお店の
ポップは商品と料理画像をセットで掲載し、使い方を具
体的にイメージできる工夫をしています。現在、リモート
の交流会も検討中です。近い将来、工場見学など訪問い
ただける状況が来ること、またみなさんとお会いできるこ
とを願っています。

九鬼産業株式会社
加藤 千晶（かとう ちあき）さん

二度焙煎で生まれる二度焙煎で生まれる
香りとうま味香りとうま味
　ごま油の生産を開始してから135
年以上の九鬼産業。お付き合いは、
組合員から「家庭のすり鉢ですった
ような、香りの残ったすりごまが欲し
い」という意見からでした。通常のい
りごまは、水洗いをしてすぐに高温で
焙煎します。その際、ポップコーンと
同じようにごまもはじけますが、同時
に香りも飛んでしまいます。そこで、
ごま油の製法からヒントを得て、香り
を閉じ込める「二度焙煎」にたどり着
きました。１度目の焙煎は、ごまがは
じけないように弱めに行い、うま味を
引き出します。２度目の焙煎は強めに
行い、香ばしさを引き出します。この
手間暇をかける製法により、組合員
の意見である「すり鉢ですったような
香り高いすりごま」が完成しました。

確かな商品で組合員の確かな商品で組合員の
要望に応え続ける要望に応え続ける
 「CO・OPすりごま」は、組合員から
「これじゃなきゃ、ダメ」と言われるこ
とがあります。それには二度焙煎製
法に加えて、粗ずりの食感があること
も外せません。ごまの粒を少し残した
すり方もオリジナルで、噛むと粒がは
じけ香ばしい風味が広がります。焙
煎後すぐにすり上げ、パックする新鮮
さで、組合員の望む香りとうま味の詰
まったすりごまが誕生するのです。
　ごまは、脱穀する際に、茎や葉、
土砂などの異物がどうしても混入して
しまいます。それを10段階以上の工
程で取り除きます。残留農薬や細菌
検査においては、社内検査だけでな
く外部に検査依頼するほどです。念
には念を入れた検査体制と、香りとう
ま味を引き出す製造方法の確立で、
確かな商品を届けています。

◀ごまの花
種をまいてから40～
50日で花が咲き始
め、ごまのサヤができる

◀工場見学（2010年）
産地工場見学や学習
会で、実際に見聞き
し、商品のよさを伝え
ている

▲水洗い
ごまについた砂やほこりを洗い落とす。水洗
い後は遠心力を利用して適度な水分量になる
まで脱水する

◀残留農薬検査
専用機器で農薬チェッ
クを実施。最大480
項目の農薬検査が
可能

いい いい いいモノ コト トコロ
File/18

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。　

香りとうま味を引き出す
「二度焙煎」
しっとりなのに
さらっとした独特の食感

ご
ま
ひ
と
粒
一
粒
に
心
を
寄
せ
て

す
り
た
て
の
香
り
を
追
求

Webでも読めます九鬼産業株式会社・三重県四日市市

　　すりごま（白）85g
次回予定：毎週

すりごま
くき
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76 ウィズコープのおたよりコーナー名は？「○○○○○ぽっと」 ＞ ＞ ●○○○○（1文字目）1文字目のキーワードはじっこクイズ 日本の首都は？ ＞ ＞ ●○○○○（1文字目）2文字目のキーワードはじっこクイズ

小学生のころは、よく
木登りをしていまし
た。それもはだしで。
今だと「危ないよ」と言わ
れるのでしょうが、全身運
動には最高の遊び場だっ
たなと思います。

幼少期、上級生のお兄ちゃんたちと近くの
公園で缶蹴りやドロケイ（泥棒と警察の
鬼ごっこ）をして一緒に遊んでいました。あ
のころはSDGsといった表現もなく、小さ
な公園に2～3個ごみ箱があり、それなりに
活用していた時代でした。

公園が集合場所！
石塚自森（新城市）

ゴム跳びが得意でした。今も足は高く上
がるけれど、体重があるので跳ぶことはで
きないんだろうなぁ。けがをしたらと考え
ると、怖くて挑戦もできない年齢になって
しまったのが悲しいです。

跳んでみたいが…
えっちゃん（北区）

次 回 のテーマ

「人生で一番緊張したこと」
編集者の「ちょっとお先に」

〇卒業式の送辞。初めて噛まずに読めた（よ）
〇PTA総会の司会。顔は笑顔、足ガクガク（山）

はだしでもへっちゃら！
サボテン夫人（瀬戸市）

練り物が好きです。おかずがな
いときや、おつまみに何でも応
用できます！
スっチー（名東区）

大判はんぺん（鯛入り）

〈 次回予定 ： 3月1週 〉

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

 - - - 2月中止します-- -

 - - - 2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。

牛乳の空き瓶に、砂と水を入れてコーヒー
牛乳に見立てたり、草花をつぶしてジュー
スに見立て、ジュース屋さんごっこをして
遊んでいました。その場にあるもので、想
像しながら工夫して楽しく遊べる子どもは
天才だと思います。

ジュース屋さん
そら（東海市）

2歳下の弟を子ども役にして、私はいつも
ママ役の「おままごと」。近所の男の子が
パパ役で、パパが家に帰ってくるときは子
ども役の弟はいつも布団で寝ている設定
でした。今年定年のお父さん、いつも夜遅
くまでお疲れさまでした！

リアルままごと！？
私も母になりました（蒲郡市）

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…アザレア

❶ 5月のテーマ        「人生で一番緊張したこと」
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

☆2歳の濃姫！？

金華山にある濃姫
の顔出しパネルで、
2歳の息子の写真
を撮りました。私に
はない色気に戸惑
いを隠せずにはい
られません。

さちよっぴさん（岡崎市）

F r e e  T a l k
自由におしゃべり

☆絵葉書
「ずっと一緒の雪だるま」
かず（豊田市）

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

人形の洋服作りをしていました！小学低
学年のころに、覚えたての足踏みミシン
を使い、とても簡単な縫い方で洋服を
作っていました。

裁縫上手
畑のかかし（長久手市）

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

・たくさんの情報を得ることができ、子どもと一緒に考える機会が持てました。
・社会や地球のために自分がまず何ができるかなど、客観的に考えるようになりました。
・コープ商品や事業の活動・貢献について深く理解することができ、家族や友人に自信
をもって商品をすすめることができるようになりました。

新規 広報モニター募集広報モニター募集
あなたのくらしを広報誌に生かしませんか？

コープあいちの組合員広報誌（ウィズコープなど）のモニターを募集します。

① コープあいちの組合員。
② インターネット環境があり、コープあいちWebサイトから
モニターレポート用フォームで入力できる方。電子メール
の送受信ができる方（フィーチャーフォン不可）。

※過去に広報モニターをされたことがある方も応募可能

応募資格

モニター内容

応募多数の場合は、
地域や年齢などのバランスを考慮し選考します。

募集人数

モニター期間

「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　  2月17日 （木） 消印有効

投稿方法

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

CO・OP共済

モニターの声で
誌面が作られて

います

※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

）

小さいころ
好きだった遊びは？

～ 今回のテーマ ～

誕生日前に保険の見直しをしたくて、コー
プ共済の担当者に自宅へ来てもらいまし
た。保険のことは書類を見るだけではよく
分からないことも多いので、直接説明に来
ていただいてよかったです。分かりやすく説
明してくれて、ありがとうございました。
山下信子（東区）

※組合員からいただいた声を掲載しています

2022
年度

● 毎月1回、「ウィズコープ」のレポートをWebサイトから
提出します。（6～7項目程度。レポートを提出された方にはモ
ニター活動終了後の6月にまとめて謝礼を進呈）

● 編集事務局からお願いするテーマに沿って、ご意見や
情報を寄せていただきます。（取材の協力や、写真などで誌
面へ登場を依頼する可能性あり。参加は自由）

問い合わせ先
広報部
＜E-mail＞aichikoho@tcoop.or.jp

「どんぶりレシピ」を再現▼

図書カ ド500円分

7070人

パソコン・スマートフォンでWebサイトからア
クセスしてください。（フィーチャーフォン不可。
郵送での受付はありません）

応募方法

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

ご応募いただいた方には
4月29日（金）までに当落を連絡します。

応募締め切り

3月31日（木）

「ウィズコープ」6月号を読んで感想などを入力するところ
から活動スタートです。
※期間は最大2年。1年目終了時に、2年目の登録を希望するこ
とが可能（人数制限あり）

2022年6月～2023年5月
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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 食品表示を知っていますか？

12月度の
検査検体数（合計1024）

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

【報告日】
2021/11/21～2021/12/20

900
24
31
8
11
21
12
17

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

　10月号でも解説したように、使った原料は重量順
に記載するよう法律で決められています。以前、横浜
の有名なシューマイ屋さんが、干ホタテ貝柱を、本来
は乾燥重量で記載すべきところ、水戻しした重量で
玉ねぎの前に記載しました。ホタテが多い方がよいと
思ったのでしょう。それが発覚し、当時のJAS法（日本
農林規格）違反で自主回収されました。私はそのと
き、欲しい人に配ればいいのにと思いましたが、法律
では規格基準に違反したものは、どんなに安価でも
販売できないのです。もったいない話です。
　そのころの食品の規格は、「食品衛生法」「JAS
法」「栄養改善法」などの法律が入り混り、混乱を招
いていました。ばらばらだった法律を1つにするため、
「食品表示法」が、2015年４月１日に施行されました。
　食生活が変化し健康志向が高まる中で、栄養成
分やアレルゲンの個別表示などは、化学構造を知ら

ないと成分が分かりにくいため、できるだけ一目で分
かる表示方法をめざしています。原材料名は、原料と
添加物の間に「/」を入れて明確に区分しています。
しかし、正確な記述をしようとすると、かえって混乱す
る部分も多くなり悩ましいところです。

輸入品でその食品を作った国。単に
切ったり袋詰めなどでは原産国にはな
らない。

加工食品の原材料である生鮮食品の
生産地。食品包装紙は、たびたび変更
ができないため、使用原料の変更があ
る場合は「アメリカ又はカナダ又は日
本」の表現になる。

原産地

原料原産地

原産国

野菜、果物、肉、魚などが育った（採れ
た）場所。牛は一番長く飼育された場
所が原産地になる。

安全な水とトイレを世界中に
CO・OPコアノン スマイルスクールプロジェクト
コープの洗剤環境寄付キャンペーン

生協の取り組み

SDGs

笑顔のたねをまこう 第6回

「CO・OPコアノン スマイルスクールプロジェクト」「コープの洗剤環境寄付キャンペーン」をご存
じでしょうか？コアノンロール１パックの利用ごとに１円がユニセフを通じてアンゴラ共和国の
「子どもにやさしい学校づくり」に寄付（2021年度は75万円※）されています。生協では地球や

環境、社会や人々に配慮したモノやサービスを利用
するエシカル消費（倫理的な消費）を積極的に応援
しています。みなさんも引き続き商品の利用で支援
をお願いします。

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。

※コープあいち・ぎふ・みえ3生協の合計金額。募金額は
　ドル建てになり、2022年1月の為替相場で確定

◀対象商品の一例
　　 やわらかコアノンロール 細穴

詳しくはこちら▶CO・OPコアノン スマイルスクールプロジェクト
安全な水の整備やトイレの設置など
楽しく学べる環境づくりに役立てます

みなさん、こんにちは。
「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。
コープあいちがめざすものを
一緒に考えましょう。

理事長  
森 政広（もり まさひろ）

コープの洗剤環境寄付
キャンペーンについては

こちら▶

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

２～３日前に「いらない着物を買い取ります」と電話が
あった。処分したい着物があるので来てもらったら、玄関
先に座り込み着物には目もくれず、「貴金属や宝石はない
か？」としつこく聞いてきた。根負けしてプラチナの結婚指
輪や母の形見の１８金のネックレスなどを見せたら、「まと
めて２万円で買う」と言って一方的に代金と領収書を置
いて帰った。大事な品なのでクーリング・オフして取り戻し
たい。

クーリング・オフが可能です。期間は、「契約書」
を受け取った日を含めて８日間です。クーリング・
オフをすると事業者は買い取った物品を、消費

者は受け取った代金を、それぞれ返還しなければなりません
（注意：家電や書籍などは対象外です）。
買い取りの依頼は慎重に、できればご家族と一緒に、必要がな
ければきっぱり断りましょう！ 
（愛知県消費生活情報「あいち暮らしＷＥＢ：相談事例」より）

● 今回のご相談 ●

今回の advice

領収書を置
して取り戻し

愛知県消費生活総合センターの事例より会場／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／岡崎竜美丘会館（予定）名鉄東岡崎駅北口より徒歩約15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
● 2022年3月25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
● 2022年4月22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▶

※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

クーリング・オフが可能です。

主な内容を報告します。理 事会だより

10月のマイバッグ持参率 （9月21日～10月20日）
コープあいちのお店平均 94.0%

11月のリサイクル
（10月21日～11月20日）

コープの資源回収にご協力をお願いします

宅配リサイクルの▶
出し方はこちら

（レジ袋36万6千枚程度の削減にあたります）

宅配コープで回収 お店

2.8トン
（4.6）たまごパック

商品案内
チラシ

8.2トン
（6.3）

417.1トン
（360.8）

保冷箱内袋
商品案内袋

0.7トン
（0.7）

食品トレー
（スチロール）

11.2トン
（10.9）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 

数値で見るコープあいち （2021年12月20日現在 ）

組合員総数／52万9541人 （前月比較 +991人）

出資金総額／97億8866万円　
 （1人あたり1万8485円）出資預り金含む

2021年12月度 57億7583万円

総事業高

累計
（2021年4月度～12月度） 493億3856万円

104.4％

予算比

105.4％

103.7％

98.3％

前年比

12月16日（木）発 信

P R E S S  R E L E A S E プレスリリース▶
バックナンバー   

○西尾市「子育て支援に係る連携協定書」
　締結式の案内

掲 載 12月25日（土） 中日新聞
○西尾市子育て支援で
　コープあいちと協力
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報 告 /  02

２０２１年８月大雨災害支援募金 ご協力ありがとうございました

２０２１年８月１１日から降り始めた大雨は、全国各地に甚大な被害を及ぼしました。
９月にコープ宅配・お店などで、組合員のみなさんへ募金を呼び掛けたところ、右記の
ご協力をいただきました。ありがとうございました。
みなさんからの募金は、日本生協連を通じて、義援金として被災者へ届けられるほか、
支援金として被災地支援のための活動などに活用されます。

募 金 期 間

9月1日～10月17日
募 金 金 額

8,299,723円

SDGs

報 告 /  01

アイキャン（ＩＣＡＮ）オンライン交流会開催　１２月４日（土）
アイキャンの支援で設立された女性フェアトレード生産団体「SPNP」や
「協同組合カリエ」のみなさんと組合員との交流会が開催されました。
コロナの影響を受けた厳しい状況の中でも前向きな活動の報告があり、
オンライン上でも活発な意見交換が行われ、相互理解が深まりました。

SDGs

路上生活から抜け出せた子
が今度は助ける側になり、
次の子へつながって、いつ
か路上の子どもがゼロにな
ることを願っています。自
分たちにできることは何か
を考えて継続して活動して
いきたいです。

学習会で映像や写真
でしか見聞きできな
かった現地のみなさ
んと、直接交流でき
てとても楽しかった
です。ゲームも楽し
く、参加してよかっ
たです。

参加者アンケートより

※認定NPO法人アイキャン（ICAN）（名古屋市）は、フィリピンで教育・医療・協同組合づくりなどの生活支援活動を行っています
　コープあいちは書き損じハガキなどの回収で、アイキャンの活動を支援しています

書き損じハガキの
回収については
こちら

レモン香るやわらか
イカフライ（タレ付き）

食べたい　試したい　伝えたい

西三河ブロック

組合員のみなさんは、みんなで教え合い、学び合い「こんな商品が欲しい」「こんなことできたら
いいな」と声に出して取り組むことができます。商品モニターはコープ宅配やお店をご利用の方か
ら募集※。商品を試してアンケートに答える活動です。

●いかはやわらかいけど弾力あり、酸味と甘味のバラ
ンスもよく、出来たては衣がカリッと、お弁当には
しっとりと、どちらもおいしかったです。

●揚げたてにたれを絡めたらさわやかでした。噛み切
りやすく子どもでも食べやすそうでした。あと一品
にちょうどよい量です。
●添付の甘辛のたれが食欲をそそります！ごはんにキャ
ベツをのせて、たれを
かけてイカフライ丼に
して食べます！
●おすすめの食べ方
は、パンに挟むこと。
とてもおいしかった
です。（写真）

尾張南ブロック

※各ブロック100人。コープあいちでは、多彩な事業やサービスを地域の視点で生かすため、愛知県を7つの地域（ブロック）に分けた運営をすすめています

西尾市を中心とした学校給食の「イカフライのレモン
煮」を参考に開発した商品です。地元のソウルフード。

お試し商品

使いたい分だけ使用できます。にがり
１００％で凝固剤は不使用。大豆も遺
伝子組み換えをしていません。

お試し商品

SDGs
商品モニター
の活動から

●噛みごたえがあり、マーボー
豆腐でいただくのが一番お
いしいです。（写真）
●崩れないので、とても便利に
調理できました。水切りがい
らないのもよかったです。
●チャックシール付きで少し
ずつ使えるのがよく、離乳
食には大変便利です。生だ
といつも余り困っていたので、これからは利用して
いきたいです。
●離乳食に使いました。食べやすいサイズで、におい
も味も癖がなく、子どもも食べやすかったようです。

■イカフライサンド

マメックスの
便利とうふ（サイコロサイズ）

■マーボー豆腐

尾張北ブロック
●ジューシーでやわらかいお肉と、カリッとした衣
がおいしかったです。1個のサイズが大きいので
食べごたえもあります。
●おろしポン酢などを掛けて食べるとおいしさが
アップしました！もちろんそのままでもおいし
かったです。
●味が濃過ぎずちょうどよいです。衣も油っこくな
く、レンジでチンした後、トースターで焼くとカ
リッとしておいしかったです。
●味変にスイートチリソースとマヨネーズを１：１で
作ったソースをかけて♪（写真）

はぐくみ自慢の産直若鶏
モモ肉を使用し、夕食
におすすめな大きめサイ
ズ！レンジ調理で簡単！
あと一品に大活躍！

お試し商品

あと一品！！
ごろっと唐揚げ
（岐阜県産
若鶏もも肉使用）

■スイートチリマヨソースの
　唐揚げ

750円（登録費用１500円のうち750円を
「くらしと平和の活動を支えるカンパ」より補助）

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。

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。

締※　  のないものは申込不要

申 申込先 問 問い合わせ先

締申込締め切り日 場 場所 ￥参加費 持 持ち物

託 託児

定 定員 講 講師

3月8日（火）～13日（日）
10:30 ～17:00　※最終日は16:00まで

岩手、宮城、福島の被災した女性たちが、さまざまな視点と場所か
ら、地震、津波、原発、放射能被災などを撮影した写真とメッセージ
（声）を組み合わせて社会へ発信するフォトボイス展。東日本大震災
の記憶を風化させず、一人ひとりが、より一層防災意識を高める機会
になることを願っています。

場

公益財団法人名古屋YWCA　TEL 052-961-7707
コープあいちは公益財団法人名古屋YWCAの「私たちは忘れない
東日本大震災　女性たちのフォトボイス展」を後援しています。

市民ギャラリー栄 第3展示室（中区役所／栄サンシティービル7階）
無料　　なし￥

問

託

主催：公益財団法人名古屋YWCA

私たちは忘れない東日本大震災　
女性たちのフォトボイス展
～あの日からの11年が示すもの～

中区

３月１日（火） 13:00 ～15:00
2月18日（金）

ビキニ事件も被災６８年が経過。当時の関係者のみなさんも高齢と
なり、私たちは当時の被ばく体験が聞ける最後の世代です。これから
先も核兵器のない安心して過ごせるくらしを願い、「平和」について
一緒に考えてみましょう。
「ビキニ事件と第５福竜丸」
１９５４年３月１日、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験で、島民や日
本漁船多数が被ばくし、「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。無線長の久保山愛吉さんは「原水爆の犠牲者は私を
最後にしてほしい」との言葉を残し、４０歳の若さで亡くなりました。

￥

組合員活動支援部　TEL 052-703-6055申 問

被災68年 3・1ビキニデー集会 Web

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。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。

3月11日（金）　※小雨決行
追悼式典 14：30 ～15：00（14：46黙とう）
夕方の部 18:30 ～ 19 :00（18:46黙とう）
献花・ご記帳 13:00 ～ 19 :00

東日本大震災から1１年がたつ3月11日に、市民のみなさんと一緒に
犠牲者を悼む式典を開催します。
※「東日本大震災犠牲者追悼式　あいち・なごや２０２２」Ｗｅｂサイト
からオンライン中継でも式典に参加いただけます。

場

組合員活動支援部　TEL ０５２-７０３-６０５５　
コープあいちは実行委員会構成団体として参加しています。

鶴舞公園内 普選記念壇　　無料　　なし　　なし
問

主催：東日本大震災犠牲者追悼式　あいち・なごや実行委員会

東日本大震災犠牲者追悼式　
あいち・なごや2022

昭和区

￥ 定 託

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。

締
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