


2021年度キャンペーン期間

2021年5月21日～2022年5月20日
2020年度（2020年5月21日～2021年5月20日）
全国の生協で合わせて 326万2882円を寄付しました

通常価格より
お値打ち

トクだねより
お値打ち

Best Price!
よりお値打ち

お買得商品をお知らせする
マークもあります！

コープの森づくり
このマークが付いた商品の利用で、
1点に対して1円を支援します。商
品産地での植樹を通して、海を
守り育てる活動に役立てます。

コープクオリティ
コープクオリティはおいしいものを食べ
たいと思うとき、選んで間違いない
「おいしさ」をめざした商品です。
3つのポイントを満たしたものをコープ
クオリティと呼びます。

\コープクオリティ3つのポイント/

○○だからおいしい
原料や製造方法などおいしさの理由が明らか

みんなのおいしい
100人規模の組合員モニターの8割以上がおいしいと評価

○○にこだわっている
他の商品との違いが明確

例えばこの商品

香ばしアーモンドの
厚焼きせんべい
次回予定：3月3週

おいしさに
理由があるのね！

コープの洗剤
環境寄付キャンペーン
キャンペーン期間中、対象商品1点購入ごとに
0.5円がWWFジャパンがインドネシアボルネ
オ島ですすめる、西カリマンタン州の小規模
パーム農園の持続可能な生産などを応援
するプロジェクトに寄付されます。

組合員より

フェアトレード
発展途上国の農産物や製品などを、市場の価格
で買い付けるのではなく、農家の生活が成り
立つように考慮した「フェア＝公正な価格」
で継続的に輸入し消費する取り組みです。

環境保全につながる活動などのマークが増える中、「コープサステナブル」として共通の
マークをパッケージに表示し、組合員が見つけやすく選びやすいようにしました。

東海コープ※独自のマークもあります。
裏表紙をご覧ください。

コープのサステナブル
マークはコレ！

【濃緑】安心【文字横棒】
カタカナ横棒の連なりが
サステナブルを
推進する「つながる力」

【曲線】地球

【テ】
未来に向かう人

コープサステナブル

「未来につながる」生産、資源活用
に取り組んでいます。

「コープサステナブル」マークは裏表紙で。

SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」
の略です。「誰一人取り残さない社会の実現」をめざし、全世界が取り組むべ
き開発目標として、2015年国連で採択されました。

１点ごとの寄付金
額は小さいですが、それ
が集まると大きな力になる
ので、すばらしい取り組みだ
と思います。

組合員より

限られた予算でいい商品を選びたい
ので、ベストプライスのマークを中心
に注目しています！

フェアトレードのしくみ

消費者

生産者

販売者 輸入者

フェアな
価格で取引

組合員より

マークを知ることで今後の
商品選びが変わりそうです！

アンケートで
組合員モニターの
93.4%が

「おいしい」と
回答しています

北海道野付産
定塩秋鮭切身（甘塩味）
次回予定：毎週

例えばこの商品

※虹の会とは…コープの生産者・メーカー約200社・団体が加入する会

\ SDGsの　  はSustainableの　  /S S
サステナブル

コープマーク
コープのプライベートブランドで、全国の組合員
が生産者・メーカーと一緒に開発した商品で
す。原料や製法、品質管理、おいしさ、環境問題、
社会的役割、価格にこだわりながらふだんのくら
しを応援する商品です。

商品説明は
ラベルの周りに
まとめて見やすく

容量、数量、
カロリー表示等は
アイコンで
分かりやすく

商品のよさが
伝わる写真

コープ商品は、
このマークが
目印なんだね！

コープラベル

このラベルは、
ひと目でコープ商品と
分かる共通の
デザインです。

コープ商品は、誰にでも分かりやすい表示であることを基準にしています。
商品の購入で、
生産環境や

生活環境の向上に
つながります

※ 東海３生協：東海コープ事業連合の会員生協。コープぎふ・コープあいち・コープみえの３生協

フェアトレード&
レインフォレスト・アライアンス
認証農園限定
セイロン紅茶（ティーバック）
次回予定：いつでも注文カタログ

セフターE
次回予定：毎週

例えばこの商品

パッケージ裏面には
こんなメッセージを表示

商品の利用で、海
を守り育てる活動を支援
できることは魅力的だと思い
ます。これからはカタログや商
品を見るとき
に、マークに
も注目して
みます。

組合員より例えばこの商品商品カタログやコープのお店で買い物するときに目にするマーク。
コープブランドの商品に付いている　　もそのひとつで、
マークの種類は私たちのくらしに役立つ商品や、
社会貢献できる商品などさまざま。
今回は代表的なマークをいくつか紹介します。
マークに注目すると商品の新たな魅力が発見できるかも。

32



4月号は「フィリピン産バナナ」です。

困ったときの
ウインナー頼み

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。
一日のどのシーンにもマッチ！買い忘
れ防止に宅配の予約登録必須です！

編集部まとめ

「無塩せき」とは何ですか？Q

ウインナーとソーセージの違いは何ですか？Q

製造工程で原料肉を調味液に漬け込む
「塩せき」の際に、発色剤を使用しないことです。
「塩分を使わない」という意味ではありません。

A

ウインナーはソーセージの種類の一つです。
ソーセージは、豚肉や鶏肉などに香辛料を加えて
練り合わせ、皮（ケージング）に充てんした後、
乾燥、薫製（または薫製なしで）、加熱したもの
です。皮の種類や太さにより、ウインナーソーセー
ジ、フランクフルトソーセージ、ボロニアソーセー
ジに分けることができます。

A ソーセージの種類の一つ 豊橋センター開発商
品。たまご・牛乳を使わ
ず、味と食感共に一切
妥協せずに取り組ん
だ、こん身の逸品です。

ふっくらおやつドッグ　 次回予定：3月 4週

❶トマトはヘタの部分をカットし、種
をスプーンで取り除きトマトカップを作る。

❷玉ねぎ・プロセスチーズを約1㎝角に切り、ウインナーは斜め切りに
する。
❸フライパンに、トマトの種と玉ねぎ、ウインナーを入れ、こんがりす
るまで炒め、塩こしょうで味を調える。火を消してチーズを加えて軽
く混ぜ合わせる。
❹❸をトマトカップに盛り付けて完成。

“CO・OP あらびきウインナー”で作る　おすすめレシピ

忙しい朝はレンチンで
【マグカップで簡単オムレツ】  ●材料（1人分）

彩り豊かで目にも楽しい！
“CO・OP あらびきウインナー”で作る

彩り彩り彩り彩彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩り彩りり彩り彩り彩り彩り彩りり彩り彩り彩り彩り彩彩り彩り彩り彩り彩り彩彩彩り豊か豊か豊か豊か豊か豊か豊か豊か豊かかかかか豊か豊か豊か豊かかかかか豊か豊かか豊か豊か豊かか豊か豊か豊かかか豊か豊か豊かかか豊か豊かか豊か豊かででででででででででででででででで目で目で目で目で目ででででででででででで目ででで目で目ででででででで にもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにももににもにもにもにもにもにもにもにもにもにももにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにもにも楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽し楽楽しし楽しししししししししし楽し楽し楽し楽しし楽ししししししいいいいいいいいいいいいいいい！い！い！い！い！い！いいいいいい！い！い！い！いいいいいいいいいいい！いいい彩り豊かで目にも楽しい！
【トマトカップのホットサラダ仕立て】  ●材料（2人分）

あらびきウインナーを使った
レシピとこぼれ話はＷｅｂで

トマトの種は使うので、捨てないでねポイント

お好みで、パセリを散らすと彩りよく仕上がりますオススメ

　   あらびきウインナー………4本
トマト …………………………2個
玉ねぎ …………………………1/2個
プロセスチーズ ………………30g
塩こしょう ……………………適量
パセリ …………………………適宜

　   あらびきウインナー… 2本
たまご …………………… 1個
マヨネーズ ……………… 大さじ1
トマトケチャップ ……… 適宜

❶マグカップに、たまごとマヨネー
ズを入れ、よく混ぜる。
❷❶にウインナーを入れ、ラップを
せず600Wの電子レンジで1分30秒加熱する。
※電子レンジの機種により、加熱時間が異なりますので、ご家庭で
加熱時間を調整してください

❸お好みでトマトケチャップを掛けて出来上がり。

り 声くつ て の 長く愛される商品へ
●一緒に育てる
　コロナ禍で学校給食が停止、飲食店の休業や時短
営業により商品の落ち込みが続きました。そんな中、ラ
イフスタイルの変化に合わせて、家庭でのプチぜいたく
を味わう商品の開発やメニューの提案、食事に役立つ
商品の提案に取り組んできました。生協の交流会もな
くなり、組合員のみなさんと会う機会が減り、直接声も
聞けなくなってしまいました。会話のキャッチボールが
できないのが本当に残念です。話をして、食べてもらう
ことが大切で、声を聞くことで商品が育っていくと考え
ています。新しい商品は、ぜひ直接会ってお伝えしたい
です。

●一緒に作り、さらに上をめざして
　「CO・OPあらびきウインナー」は昔ながらの製法を生
かし、みなさんに安全・安心に食べていただけるよう、で

きるだけ添加物を減
らして仕上げていま
す。肉本来の味を大切
にしているため、豚肉
のおいしさである脂の
うま味と甘みをうまく
配合しています。
　生協は、組合員のみ
なさんが商品に対するこだわりや大事な部分を捉えた
上で意見を出し、それが反映される場です。メーカーとし
てもみなさんの声が聞けることはとてもうれしく、励み
になります。みなさんのいろいろな思いが詰まったよい
商品を一緒に作る、そんな気持ちでいます。これからも、
みなさんからの声に対して、柔軟に取り組み、「感動」を
お届けしたい、その一心で商品作り・提案をしていきた
いと思っています。

米久株式会社 
鮒子田 司（ふしだ つかさ）さん　
松下耕多郎（まつした こうたろう）さん

熱意と努力熱意と努力がつなぐがつなぐ
　生協が設立したころは、大量生
産・大量消費の時代。それに伴い、ハ
ムやソーセージにも多くの食品添加
物が使われていました。当時から米
久株式会社※と一緒に食品添加物を
抑えた商品作りをしてきましたが、品
質、価格、衛生管理など乗り越えなけ
ればならない幾多の障害がありまし
た。それを組合員の熱意とメーカー
の努力で一つ一つクリア。この開発
は、やがてハム業界の意識を変えて
いきました。こうして始まったお付き
合いは、「CO・OPあらびきウイン
ナー」の誕生につながっていきます。

人気商品に育ったわけ人気商品に育ったわけ
　安全の追及には温度と工程の管理
が重要です。低温に管理された中で
作業を行い、細菌の増殖を防いでい

ます。解凍は静電気（静電圧）を利
用して肉の内部と外部の両方から、
むらなく解凍し、うま味を保ちます。
肉の鮮度、スピーディーな加工、原料
の品質チェックなど、人の目と手で行
うことで納得のいく商品が作られる
のです。
　人気商品になるまでには、おいし
さにも飽くなき探求がありました。国
産豚の赤身と脂身を絶妙なバランス
で配合し、赤身のうま味を脂身が引
き出しています。あのパリッという食
感は天然の羊腸に詰めているから。
大きさや本数が不ぞろいなのも天然
の羊腸だからこそです。
　あと一つ、それは組合員が求めた
商品だということ。「安全・安心でお
いしいソーセージが食べたい」という
組合員の願いにメーカーが応え、組
合員も利用で応えてきた、これこそ
が人気の理由なのです。

◀チョッピング
５mm以上のプレート
で肉をひき、肉片の
粒子が残るようにして
いる

◀スモークに使用する
桜のチップ
香りがよく、クセがな
いのが特長。食材の
臭みを取り、自然な香
りとなる

▲静電場解凍装置
静電気（静電圧）が鎖を通り、肉を解凍する。
従来の流水解凍よりも短時間で解凍できる
ため、ドリップが出にくく、肉のうま味を保ち
やすい

※ 当時は明治ケンコーハム（株）。2019年、米久（株）が明治ケンコーハム（株）を子会社化
※ 1969年めいきん生協設立、1974年みかわ市民生協設立。2010年両生協が合併して、コープあいちが誕生

◀工場見学（1983年）
「安全なハム・ソーセー
ジが欲しい」、その思
いで、何度も意見を
交わした

いい いい いいモノ コト トコロ
File/19

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。　

国産豚肉を使用した羊腸
詰めのあらびきポークウイ
ンナー。
愛され続けて26年、ロング
セラーの人気商品

組
合
員
と
共
に
歩
ん
で
き
た

だ
か
ら
こ
の
ウ
イ
ン
ナ
ー
が
あ
る

Webでも読めます米久株式会社・静岡県沼津市

　　あらびきウインナー
（国産豚肉使用） 90g（標準6本）×2
次回予定：毎週

あらびきウインナー
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76 徳島県、香川県、愛媛県、高知県がある一つの島を何て呼ぶ？ ＞ ＞ ●○○（1文字目）1文字目のキーワードはじっこクイズ ことわざ「○○に小判」 ＞ ＞ ●○（1文字目）2文字目のキーワードはじっこクイズ

私たち夫婦は、両親に結婚を反対されて

いました。何度話しても許してくれず、反

対を押し切って結婚しようと覚悟しまし

た。そんな私の姿を見て母が何かを感じ

たのか、結婚を許してくれたよ。

思いは伝わる
シンデレラの母（名東区）

ミルクに頼らず、３年間母乳をあげ続け

ました。授乳中、私の全身にじんましん

が出て毎日かゆくて大変でしたが、薬は

使いませんでした。「こうしなきゃダメと思

わず、自分のことも大事にして楽しく子育

てをして」と言葉を送りたいです。

自分を大切に
ななみ（豊田市）

☆お座りできたよ
食い倒れユカリ（みよし市） 忙しいときに、手軽に飲めて便利です。市販の物

より塩分が控えめで気に入っています。少し残っ

た野菜やソーセージを入れて、具だくさんのクリー

ム煮のようにしています。

石川ひとみ（豊橋市）

ひとくち辛子明太子が好きです！おいしく

て、おにぎりの具にちょうどいいサイズで

重宝しています。着色料や発色剤を使用

していないところも安心。お値打ち価格

のときにまとめて注文して買いだめしちゃ

います。

せん（豊橋市）
〈 次回予定 ： 3月4週 〉

〈 次回予定 ： 3月4週 〉

無着色ひとくち辛子明太子（切子）

粒入りコーンスープカップ（ポタージュ）

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

 - - - 3月中止します-- -

 - - - 3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。

約２５年前、私が通っていた中学校は学

校崩壊といえるほどの荒れっぷり。心が

折れそうになりながらも、真面目にがん

ばったおかげで、今は幸せです。あのこ

ろの自分へ、あなたの生き方は間違って

いないよ！と伝えたいです。

間違っていないよ
ぽん（清須市）

出産直後、夜間授乳のために細切れ睡

眠でしんどかった私へ。半年もすれば、

まとめて眠れるようになるよ！あと少し！

あとちょっと！
りお（西尾市）

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)。 

6～10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…オトメツバキ

❶ 6月のテーマ        「わが家のルールを教えてください」
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5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

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

２人の子どもが保育園に通っていたとき、

今よりまだまだ手がかかり、仕事と子育

てで大変でした。今は２人とも小学生に

なり、だいぶ手が離れましたが、また違っ

た大変さが…。あのころをよく乗り切っ

た、自分。

あのころから比べると…
ブルーツリー（あま市）

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　  3月17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

）

あのころの自分へメッセージ
～ 今回のテーマ ～

あんなに小さかった

わが子がお座りが

できるほど成長しま

した。これからも離

乳食でコープにお

世話になります♪

☆ブランコが大好き♪
みおな（日進市）
普通のブランコを１

歳過ぎに１人で乗れ

るようになりまし

た。いつもいい笑顔

を見せてくれます。

F r e e  T a l k
自由におしゃべり

☆「トラわれない自由なこころ」
水谷美恵子（東浦町）

次回のテーマ

「わが家のルールを教えてください」
編集者の「ちょっとお先に」

〇ソファで寝てよだれを垂らさない（あ）
〇買い物の荷物を持つのは子ども（イ）

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

ほこちゃんくらぶ※にご登録の方に毎月お届けしている子育て情報誌「ほこちゃん通信」は、
3月号で誌面の発行を終了し、4月からはWebサイトに移行します。
誌面で好評だった記事はもちろん、新しいコンテンツも充実しながら、子育て中のみなさ
んを応援する情報をパワーアップしてお届けします。

Webサイトのオープンを記念して
ウィズコープの表紙を飾る写真を
大募集します！
お子さんやお孫さんの
日常の写真を、
ぜひお寄せください♪

子育てイベント情報
コープあいちで行う子育て関連の
イベントをまとめてお知らせします。

※画像はイメージです

※ほこちゃんくらぶ…妊娠中から小学校入学までの子育てを応援するサポート制度
応募はこちら▶

今月のふろくで楽しく！
ダウンロードできる
ペーパークラフトや
ぬり絵などのふろく
を随時公開♪

記事の検索をスムーズに
キーワードから検索ができます。
子どもの月齢で離乳食レシピも
カンタン検索！

誌面で好評の記事をアップ
カテゴリー別に、知りたい情報に
すぐアクセスできます。

予告
４４月1日（金）（金）OPEN！OPEN！

お子さん・お孫さんの写真を

大募集！大募集！大募集！ 3月31日（木）3月31日（木）3月31日（木）締め切り
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エネルギーをみんなに  そしてクリーンに
施設での太陽光発電、再生エネルギーの使用、
EV車（電気自動車）の導入

生協の取り組み

SDGs

笑顔のたねをまこう 第7回

理事長  
森 政広
（もり まさひろ）

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。

「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、節電や
再生エネルギーへの切り替えにつ
いて考えてみましょう。

コープあいちでエネルギーの消費量が多いものは、
お店の冷凍・冷蔵ケース、配送トラックです。一部の
お店は、フロンを使わずCO²冷媒を使用した、省エ
ネの冷凍冷蔵機に切り替え、電気消費量を削減して
います。
コープ宅配では、営業車に一部EV車を導入してい
ます。配送トラックは、排気ガスを減らした新型
ディーゼル車やBDF（廃油から作る燃料）車です
が、コープ宅配で使う1.5トントラックのEV車は開
発途上にあり、走行時間や馬力が課題です。現在、
全国の生協とメーカーが連携して研究・開発を行っ
ています。また、可能な施設にはすべて太陽光発電
を設置するよう順次すすめています。 コープ宅配 営業用のEV車

お店の節電型の冷凍庫

http://coopaichi.tcoop.or.jp/qa/#qa06http://coopaichi.tcoop.or.jp/qa/#qa06
Webサイトでもご確認できます▶

● 生協法第19条　組合員は、90日前までに予告し、事業年度末（3月20日）に
おいて脱退することができる。 など

● 定款第10条　組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告
し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 など

■コープあいちでは、これまで、組合員の都合による脱退
（自由脱退　　）や、減資（出資金の一部返還）のお申し
出をいただいた場合は、組合員の利便性を考慮して、でき
るだけ速やかに出資金を返還してきました。

■3月21日以降は、生協法および定款　　に沿って、12月20日までに
お申し出いただいた「自由脱退」や「減資」については、翌4月に出資
金を返還いたします。「法定脱退　　」の場合は出資金の返還時期に
変更はありません。

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

※1

※1
※2
※3

※3

2022年12月21日～2023年12月21日に
脱退・減資をお申し出

2024年はうるう年のため、2023年度の
「事業年度末の90日前」は12月21日です。

※2

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）
法定脱退…県外への転居や、組合員ご本人の死亡、除名による脱退のこと
生協法および定款は次のことを定めています。

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　  　　　変更します

052-703-1573ＴＥＬ経理部（月～金 10：00～17：00）
問い合わせ先

3月21日
より

全店 Information

地域になくてはならないお店
くらしによりそいあたたかなお店

詳しくはお店のサービスカウンターにてご確認ください

お 店 の 一 覧

オープンして34年。施設老朽化とみなさんからのご要望に応
え、おいしく、コープらしく、地域と食卓をつなぐお店としてリ
ニューアルオープンします。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち
寄りください。

3月3日（木）
コープ岩田

リニューアル
オープン！

リニューアルしたのはここ！
●「産直・地場」コーナーで鮮度・おいしさを広げます。
総菜、お弁当の品ぞろえを増やします。

●コープクオリティ商品や、コープのこだわり商品を
コーナー化します。
●地域のみなさんが利用しやすいように日配品を充実します。

棚卸しのため全店19時に閉店。
（コープとよあけ店は20時閉店）3月20日 日

報 告 /  01

西尾市との
「子育て支援に係る
連携協定」締結

SDGs

市民が安心して子育てができ、子どもが健全
に成長できる環境をつくるために、子ども・
子育て支援に関することに協力する協定で
す。今後は、虐待防止のための見守りや食育
講座の開催、乳児がいる方への子育てグッズ
の詰め合わせ（ハピハピボックス）の周知な
どを一緒に取り組む予定です。
行政との子育て支援に関する協定締結は、
今回で９例目、西三河ブロックでは初めてと
なります。
締結式で中村市長は「コープあいちの経験と信頼、ネットワー
クを生かして連携できるのはうれしい。お互いアイデアを出し
合ってすすめていきたい」と話されました。

今後もさまざまな事業や活動を通して、誰もが安心してくら
せる地域社会づくりに取り組んでいきます。

12月22日（水）

（写真右から）
　中村市長、森理事長

協定書への署名

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

●11月度決算と事業活動および９月度決算の修正について報告しました。
●役員報酬のあり方検討委員会からの答申について報告しました。
●積立金の整理や積み増しの方向性について協議しました。
●次期理事会の構成と定数について協議しました。

主に協議や報告したこと

●21年度期中における宅配事業のポイント還元の実施の件を議決しました。
●福祉安城とデイサービスよこやまのすすめ方の件を議決しました。
●第17回食育推進全国大会への協賛の件を議決しました。

議決したこと

第7回 理事会報告　2021年12月14日（火）

●12月度決算と事業活動および第3四半期の経営結果について報告しま
した。
●コープいわくらの12月経営到達状況と今後のすすめ方について協議し
ました。
●ケアコープ豊橋移設事業所と新規事業展開について協議しました。
●21年度の剰余金活用による地域社会貢献について協議しました。

主に協議や報告したこと

●22年度役員報酬検討委員会の委員と諮問事項の件を議決しました。
●生協役員賠償責任保険の加入申し込みの件を議決しました。
●役員人事検討委員会運営規程改定の件を議決しました。

議決したこと

第8回 理事会報告　2022年1月10日（月）

数値で見るコープあいち （2022年1月20日現在 ）

組合員総数／53万493人 （前月比較 +952人）

出資金総額／97億8197万円　
 （1人あたり1万8439円）出資預り金含む

2022年1月度 56億883万円

総事業高

累計
（2021年4月度～ 　　　
　　　　 2022年1月度）

549億4739万円

105.8％

予算比

105.5％

93.0％

97.7％

前年比

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   

1月14日（金） 朝日新聞
○ダイバシティ&インクルージョン　職場の取り組み
1月20日（木） 生協流通新聞
○西尾市子育て協定

掲 載

11月のマイバッグ持参率 （10月21日～11月20日）
コープあいちのお店平均 93.8%

12月のリサイクル
（11月21日～12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37万8千枚程度の削減にあたります）

宅配コープで回収 お店

3.6トン
（2.8）たまごパック

商品案内
チラシ

5.9トン
（8.2）

400.1トン
（417.1）

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）

8.4トン
（11.2）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 
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問い合わせ先　広報部 ＜E-mail＞
aichikoho@tcoop.or.jp

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）

モニターのみなさんから

コープの商品や事業の活動・
貢献がより深く理解すること
ができて、家族や友人にも自
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。

生協をよりよくするために広報
モニターに挑戦しました。やっ
てみて逆に自分自身がより生
協のことを好きになりました！

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。33月31日（木）

2022022年6月～2022023年5月期間：

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。

2022
年度

誌面に登場してもらいました▼

応募締め切り

応募方法

モニター内容
● 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）

取材の協力や、
写真などで誌面へ
登場を依頼することが

あります
（参加は自由）

申し込みフォーム　https://waigaya.tcoop.or.jp/monitor_boshu/

詳しい応募
内容はこちら

介護職員初任者研修は、介護の基礎知識・基本技術
を学ぶ講座で、これから介護の仕事を始めたい方、
介護について学んでみたい方に最適な講座です。
コープあいちでは現役の介護職員による講義・指
導・アドバイスなど、実践的な内容で学ぶことがで
きます。詳しい受講内容やご不明な点は、どんなこ
とでもお問い合わせください。 

春の介護職員初任者研修

↑詳しくは
こちら

実技講習の様子 

●感染症対策が徹底されていたので、安心して受講できました。 
●受講前は、実技やレポートがきちんとできるか不安でしたが、受講生どうしの助
け合い、講師の方の励ましもあって、無事に資格証を手にすることができました。 

受講者の感想

●せっかく習ったことも時間がたつと忘れてしまいます。修了時に希望を出して仕
事に就いたので、研修で習ったことをそのまま生かすことができてよかったです。

コープあいちに就労された方の声 

名古屋会場（通学課程）

生協生活文化会館 （千種区）

20人 定員を超える応募があった場合は、
就労希望者を優先します。

4月13日（水）

福祉事業支援部 尾張事務所

4月21日（木）～7月14日（木）

55,000円
（教材費・消費税込み）

会  場

受講料

募集定員

研修期間

申込締切

問い
合わせ先

SDGs

TEL 052-781-6236

※修了後、コープあいちに就
労された方に全額キャッ
シュバック制度もあります

2022年度
コープあいち
稲作交流会の
再開を準備しています

予告

コープあいち組合員と生産者のみな
さんとの稲作交流会です。生産者のみ
なさんの取り組みや田んぼの役割を
学び、米作りを守ることや食べ物の大
切さを体験してみませんか？

開催の場合、
後日各ブロックより
詳細をチラシなどで案内

組合員活動支援部　TEL 052-703-6055問

主催：日本生活協同組合連合会

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～ Web

千種区

SDGs

毎年3月に「ピースアクションinオキナワ」が開催されています。今年も
オンラインで参加し、沖縄戦の実際の様子や、現在も続いている米軍基
地の問題、沖縄の歴史について、一緒に学び、平和について考えます。
テーマ「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「沖縄の歴史・基地について（仮）」・戦争体験者による講話
・大学生が見たオキナワを知る（仮）
参加者には特設サイトのＵＲＬを案内します。
開催日以降は見逃し配信を予定しています。

3月25日（金）14：00～17：15（予定）
3月18日(金)締

場オンライン。
途中休憩あり、入退室自由
組合員活動支援部
TEL 052-703-6055

申 問

SDGs

2022年度 オーナー企画
自然の中で生産者とふれあい、収穫を体験をしよう 静岡県・長野県・豊根村

SDGs

収穫祭の様子（みかん）

　3月31日（木）締

みかんのオーナー　　細江農産物供給センター （静岡県浜松市北区細江町） 

りんご・梨のオーナー　　Ｆエース農園 （長野県下伊那郡松川町） 

ブルーベリー・自然薯・そばのオーナー　　ＪＡ愛知東・豊根村 （愛知県北設楽郡豊根村） 
じねんじょ

扱い品目 契約料 （税込・予定） 募集数 契約収量 契約会 収穫祭

扱い品目 契約料 （税込）
※食事代は別途 募集数 契約収量 契約会 収穫祭

幸水 7,000円 60枝 10kｇ 8月下旬～９月上旬

南水 13,000円 50枝 20kｇ 9月下旬～10月上旬

つがる 7,000円 20枝 10kｇ 8月下旬

シナノスイート 13,000円 40枝 20kｇ 9月下旬

ふじ 13,000円 50枝 20kｇ 11月中旬

早生温州みかん 14,000円 80本 40kｇ 8月下旬 11月中旬

ブルーベリー 8,800円 食べ放題＋ジャム
作り用瓶5本分

5月8日（日）
(花見・山菜採り) 7月9日（土）または16日（土）

自然薯 8,800円 20組 1kｇ（最低保証） 6月5日（日）
（種芋植えとこんにゃく作り体験） 10月23日（日）

そば 13,500円 30組 そば粉 2.5kｇ
（約25食分）

8月7日（日）
（種まきと河原でバーベキュー）

10月9日（日）

※ブルーベリーは１組で２人までの食べ放題です（追加料金で３人以上参加可）

60組

※りんごや梨の木は大きいため、主枝（枝から分かれている大きな枝）単位での契約です
※幸水とつがるの収穫祭は重ならないように調整します
※収穫祭が新型コロナウイルス感染症対策や台風で中止になったときは、産物を生産者から宅配でお届けします（送料はオーナー負担）

扱い品目 契約料 （税込・予定） 募集数 契約収量 契約会 収穫祭

契約会（5月中旬）

収
穫
祭
ま
で
の
流
れ

組合員活動支援部
TEL 052-703-6055

申 問

1
産地・産物
を選ぶ

2
申し込み

5
産地にて
収穫祭

契約会以降、生産者
が育ててくれた産物
を収穫

８～11月

4
産地にて
契約会

自分の木（枝）を決めて、
生産者と交流

５～８月

3
産地からの
ご案内

契約会、収穫祭の
詳細と支払方法の
案内

契約会の１カ月前
Webサイトまたはお電話で
3月31日（木）締め切り

【ご注意】・収穫時、園地によって作柄に多少のばらつきが出ます。
・天候・災害などの影響で収穫減があった場合、契約収量分を保証します（ただし、傷などが入る場合もあります）。

「産地の自然・環境・人々」とふれあい、さまざまな体験を通じて生産者との信頼を深めます。
日常の生活にはない発見や喜びを見つけてみませんか？
毎年楽しみにしている組合員も多い企画です。

〈そば打ち講習会〉
11月19日（土）または20日（日）

スマホ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。

↑詳しくは
こちら

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。

インフォメーション 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。

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

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




	WC3_p1_low
	WC3_p2-3_low
	WC3_p4-5_low
	WC3_p6-7_low
	WC3_p8-9_low
	WC3_p10-11_low
	WC3_p12_low

