


北海道の東端に位置する野付半島の海は、
森からの栄養豊富な水により、昔から鮭や
ほたて貝などが多い場所です。しかし近年、
環境変化などにより水揚げ量が年々減って
います。2021年の野付産秋鮭の新物漁獲
量は835トンで、過去5年間の平均と比べ
てみても、半分以下まで減少しています。

「コープの森 北海道野付のお魚を
増やす植樹活動協議会」では
「100年かけて100年前の自然
の浜を」をスローガンに、植樹を
通して環境・資源の保護に努め、
野付の豊かな自然を守る活動を
続けています。
野付漁協で水揚げされた魚（秋
鮭・ほたてなど）を使用した商品
を利用するごとに、植樹資金が寄
付されます。また、現地の植樹活
動にも参加しています。

森は雨水を受け止め、蓄えま
す。蓄えた雨水には土壌の栄養が
たっぷりと含まれ、徐々に川へ流
れていきます。

森から流れ込んだ栄養豊富
な水の中には、落ち葉も含まれて
います。落ち葉は、ゆっくりと分
解され、葉の栄養が合わさり水を
豊かにします。また、落ち葉は水
生昆虫のエサになり、水生昆虫は
魚のエサになります。

川を伝って流れ込んだ水が、
海を豊かにし、魚たちを育みます。
また、海からは大量の水蒸気が発
生し、雨や雪となって陸地に戻っ
ていきます。

▲野付漁港の水揚げの様子
▼

植樹の様子

寄付金額

41万6908円

植　樹

700本

2021年度の実績

寄付金額：2021年3月～2022年2月の
 コープあいちの寄付金額
植　　樹：コープあいち、ぎふ、みえの3生協の
 2020年度寄付金で植樹した本数

活用内容活用内容

植樹する苗木購入とコープの森の管理費など

▲野付半島の位置

飼育方法や飼料、衛生管理、交流の取り組
みなどを評価し、認定された水産物に付け
られます。

北海道野付産
定塩秋鮭切身
（甘塩味）
次回予定：6月4週

焼きほぐし野付産 秋鮭フレーク（塩分35%カット）
次回予定：7月1週

広報モニターのおすすめレシピ

鮭の大根巻き

鮭を焼いてほぐし、大根おろしと一緒に、
薄くスライスした大根で巻いて食べると
さっぱりしておいしいですよ！

編集部で
作って
みました

漁港近くで新鮮なまま
加工し、必要な工程を
経てみなさんの食卓へ
お届けします。

山に降った雨水の多くはその
まま蒸発したり、栄養がない
まま川に流れ出てしまいま
す。魚を育てる水をつくるに
は、森の存在は不可欠です。

対象商品のご利用で、1点に
つき1円を植樹活動の支援として
役立てています。植樹を通して、
海を守る活動に、みなさんも取り
組みましょう。

元気に育ったな！

いただきます
！

▲野付半島から見える海

のつけ

北海道野付産
秋鮭便利カット
（骨取り・皮取り）
次回予定：6月5週

コープの森づくりの取り組みについて詳しくはこちら

大きくなってね！

表紙の
ほこちゃんも

エシカル
チャレンジ中！チャレンジ中！
エシカル
チャレンジ中！

「SDGsエシカルチャレンジ2022」では
環境に配慮した活動も呼び掛けています。
チャレンジといっても、普段から当たり前に
やっていることのほうが多いかも。
ほこちゃんはどんなことにチャレンジする
のかな？

もれなく
プレゼントあり！

※応募用紙が必要な方は、配達担当者またはお店のサービスカウンターにお問い合わせください

まだ
間に合います！
応募締め切りは

7月8日（金）
詳しくはこちら

SDGs
豊かな森が生み出す栄養豊富な水は、
海の生き物を育み、ひとつのサイクルとしてつながっています。
コープでは、商品の利用で森を豊かにし、
川や海の環境を守り育てる取り組みをすすめています。
海を育む活動を、お買い物で一緒に応援しませんか？
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次回はお休み。８月号は「　  バニラシューアイス」です。

本来の色が消えた！
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。

蛍光剤入りの洗剤で洗った生成りのハンカ
チが真っ白に！ 当時は蛍光を発して白く見
せていることを知らず、手品みたいで不思
議でした。今では笑い話です。

編集部まとめ

すすぎ１回の洗濯で、
お風呂の残り湯は使える？

Q

洗うときに残り湯を使うのは
問題ありません。
洗剤で、残り湯に含まれる雑菌は衣服の汚れと共に
除去されます。でも、すすぎに残り湯を使うと、衣
服に雑菌が付着してしまうのでおすすめできません。

A
問題ありません

コープ洗剤おすすめ診断と
こぼれ話はWebで

液体洗剤と粉末洗剤、
洗浄力が高いのはどっち？

Q

粉末洗剤です。
手ごわい皮脂汚れは酸性の汚れ。液体洗剤より粉末の
方がアルカリ性が強いので、よく落ちます。

A 粉末洗剤

洗剤は多いほどよく落ちる？Q
所定量以上入れても
洗浄力は高まりません。
洗浄力が一番高まるところで使
用量を設定しています。たくさ
ん使い過ぎると、洗剤成分が残
る心配も。適量で洗うことで下水処理施設への負担を
減らすことにもなります。

A
洗浄力は高まりません

すすぎ１回で本当に大丈夫？Q
洗濯物の量、水の量、使用量を守れば、
１回できちんとすすげます。
すすぎ１回使用の洗剤は、泡立ちは少ないけれど洗
浄力が高く、泡切れがよい仕様になっています。す
すぎ１回にすることで節水・時短にもなります。

A
１回できちんとすすげます

柔
軟
剤
入
り

ニ
オ
イ
ケ
ア

粉末 液体レギュラー 液体コンパクト

セフター 漂白剤入り 液体セフター 抗菌プラス

柔軟剤入り ふんわり&
香るセフター

セフターエナジー
抗菌・防臭

柔軟剤入り ふんわり&
香るセフター（濃縮）

コープの洗剤は
すべて蛍光剤無配合

無着色

洗
浄
力

セフター E セフターエナジー
強力洗浄

フローラル
グリーンの香り
香りの強さ
★ ☆ ☆

清 し々い
フローラル&
グリーンの香り
香りの強さ
★ ☆ ☆

クリーンシトラス
の香り
香りの強さ
★ ☆ ☆

フレッシュ
フローラル
の香り
香りの強さ
★ ★ ☆

ハーバル
フルーティー
の香り
香りの強さ
★ ★ ☆

ハーバル
エアの香り
香りの強さ
★ ★ ★

みずみずしい
果実とお花の香り
香りの強さ
★ ★ ☆

プリンセス
フローラルの香り
香りの強さ
★ ★ ★

どれ
にしよ

うかな？

泥
・
食
べ
こ
ぼ
し
に

部
屋
干
し
に
最
適

香
り
を
楽
し
む

液体セフター パワー洗浄

香

セ
すすぎ
1回

すすぎ
1回

すすぎ
1回

すすぎ
1回

すすぎ
1回

すすぎ
1回

すすぎ
1回

り 声くつ て の 生協商品と出会う感動を伝えたい
●伝えるために
　生協の交流会や学習会は直接組合員のみなさんの声
が聞けるチャンスですが、今はそのチャンスを失くしてい
ます。こちらからお話して伝えることも減ってしまいました。
商品カタログの中でも洗剤は後ろのページです。組合員
から「後ろの方まで見ないわ」とご意見をいただくこともあ
ります。カタログの前の方にある特設ページに掲載するな
ど、コープあいちや東海コープ事業連合と協力しながら、
みなさんにセフターのよさを伝えるため試行錯誤の毎日
です。また、コープクリーンのWebサイトにはセフターの動
画があります。なかなかみなさんにお会いできない今、こ
うしたコンテンツやSNSを活用して「コープにもこんない
い洗剤があります」「こんな学習会をやっています」と、セ
フターを知っていただく取り組みをしていきたいです。

●生協らしさ
　生協の組合員は「商品をみん
なで作っていく」という意識が
高く、私は一緒に商品を育てて
いく「仲間」だと思っています。
　セフターをはじめ、生協商品
のパッケージ裏には、お問い合わせセンターの電話番号
と共に「声をおきかせください」とあります。商品へのお
申し出やお問い合わせの他、「この商品のここがよかっ
た」「もっとこうしてほしい」という声を大変多くいただき
ます。こうした叱咤激励は、「生協なら応えてくれる」とい
うみなさんの生協への期待の大きさだと感じています。
その期待に応えることが私たちの役割と考えています。

日本生活協同組合連合会※ 
豊岡 萌（とよおか もえ）さん

※（株）コープクリーンは、日本生活協同組合連合会の子会社

加害者にならないために加害者にならないために
　生協の商品の中には私たち自身が
「加害者」にならないために開発さ
れた商品もあり、洗剤はその代表で
す。1960年代は下水道や下水処理施
設が整備されておらず、一般家庭か
ら排出された洗剤成分が分解されな
いままに河川に流れ込み、水質汚染
が社会問題化していました。生活排
水で自然環境を汚すことは、そのま
ま自分たちへ危害を加える結果と
なってしまいます。手荒れや皮膚疾患
といった被害もあり、「人にも環境に
も配慮した洗剤」を組合員が求め、
開発が始まりました。1965年、当時
多くの洗剤に使用されていた界面活
性剤ABS※1より、生分解性のよい
LAS※2を使用した「コープソフト」が
発売されました。1969年、より生分
解性が高い高級アルコール系界面活

性剤を使用した「コープセフター」が
誕生し、生協の洗剤の取り組みが本
格化しました。

環境への配慮とともに環境への配慮とともに
　その後もコープセフターは、琵琶
湖条例※3を受け、早々に無リン化合
成洗剤に改良。1983年には、洗浄
成分の主原料を、枯渇資源の石油か
ら再生可能な植物原料に切り替える
など、常に環境に配慮した商品開発
に取り組んでいます。リサイクルPET
包材の使用や、大容量詰め替えの紙
パックなどパッケージにもこだわって
います。また洗浄力と直接関係のな
い蛍光剤や着色料は使用していませ
ん。「洗う」ということを見直し「加
害者」になることなく、かけがえのな
い自然を守る、生協の洗剤にはそん
な思いが込められています。

▲アブラヤシ（パームヤシ）の実の断面
核（中心の白い部分）から取れる油（パーム油）
を使用。果肉の部分（オレンジ色）は食用で使
われる

※1 アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
※2 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム

※3 富栄養化による水質汚染を防ぐため、リンを含む
家庭用合成洗剤の使用・販売禁止を施行

日本で使われる植物
油の1/4がパーム油と
いわれ、さまざまな用
途で使用される

◀コープの洗剤環境
寄付キャンペーン
対象商品1品利用に
つき、0.5円をWWF
ジャパンに寄付。持
続可能なパーム油の
生産などを支援

◀アブラヤシ農園

◀初代パッケージ
1969年誕生。「セフ
ター」の商品名も組合
員の応募によって選
ばれた。セフターは
安全の意味のSAFE
から

いい いい いいモノ コト トコロ
File/22

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。　

誕生以来、今も変わらず
環境に配慮したコープ
洗剤

自
然
を
壊
し
た
く
な
い

い
つ
も
環
境
と
と
も
に

歩
み
続
け
て
き
た

Webでも読めます

左：
　　 セフターＥ
次回予定：毎週

右：
　　 セフター エナジー
抗菌・防臭
「いつでも注文カタログ」に
掲載しています。

株式会社コープクリーン・埼玉県蕨市

セフター
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76 太陽系で一番大きい惑星は？ ＞ ＞ ●○○○（1文字目）1文字目のキーワードはじっこクイズ 木の家のことを別名〇〇ハウス ＞ ＞ ●○（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 

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

チェック
  してね♪ 

今月の          ポイント！
 注目

素材型商品「バランスキューブ」をご紹介
工夫がいっぱいのバランスキューブで、
離乳食作りをもっと便利に

親子で作ろう！
ゲコゲコカエルくん
ストローを動かすと、
口がパクパク＆ゲコゲコ鳴く
楽しい工作をご紹介！

　　こんな声を
　　いただきました！

子育てお役立ち情報満載！
子育ての合間に

してね♪

木曜日
（毎月第１・第３）
新着記事アップ！

離乳食レシピがとてもいい。
もっと増やして！

おうち時間を子どもと工作
で過ごせる記事がよかった！
一緒にやってみたい。

第１木曜日
アップ予定

第3木曜日
アップ予定

ぼくはコープのお店に行くのが楽しみです。なぜ
かというと、パンが半額になっていたら買ってもら
えるからです。コープの店員さんは毎回話し掛け
てくれ、成長を見守ってくださっています。
いつもありがとうございます。
桜井大洋（岡崎市）

パン大好き

きらきらキッズのどうぶつカステラボーロが大好き
なわが家の長男。かわいい動物の絵が描かれて
いるのもお気に入りで、今日はどの動物さんにしよ
うかなぁ～と楽しそうに選んでいます。

むにころ（中川区）
※いつでも注文カタログ掲載

　　 きらきらキッズ
どうぶつカステラボーロ10枚（個包装）

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。

マイ・ラブ♡コープ
みんなのおたより

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

 - - - 6月中止します-- -

 - - - 6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

子どもは9 時に寝ること。理由は私の自
由時間確保のため！  夜、家族に隠れて
食べるチョコレートは最高で
す。でも、たまに子どもと一
緒に寝てしまい残念な気持
ちになります。

貴重な自由時間
ななみ（熱田区）

洗濯機の中からお金を見つけたら、洗濯
をした人がゲットできるというルール。つま
りポケットの中は、自分でちゃんと確かめ
てから洗濯かごに入れなくてはならないと
いうことです。

確認しないと…
鬼まんじゅう（西尾市）

約40年、共働きをしてきたわが家は、食
事を作った人は洗い物をしなくていいこと
になっています。夫が作ったときは私が、
私が作ったときは夫が洗い物をしています。

持ちつ持たれつ
のこ（東区）

次 回 のテーマ

「最近癒やされたこと」
編集者の「ちょっとお先に」

〇某写真・動画SNSで見た猫の寝顔（山）
〇1歳半の孫が歩いて来るときの笑顔（イ）

お店のように
yuki7（豊橋市）

「物の表側やラベルが見えるように置く」。
お風呂場のシャンプーや洗面所のハンド
ソープなど、お店の商品のように前側が
見えるように置くのがルール！

毎日一人ずつ一言でもいいので、その日
思ったことや家族に伝えたいことなどを順
番にノートに書いています。口で伝えづら
いことも書け、作文の練習
にもなります。始めたばかり
ですが続けたいです。

家族で交換日記
きな子（東海市）

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…たけのこ

❶ 9月のテーマ        「最近癒やされたこと」
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

☆楽しみ、楽しみ♪

ウィズコープで募集していたオーナー
企画が魅力的で、初めて幸水梨の
オーナーに申し込みました。収穫までと
ても楽しみです。

みぃちゃん（北区）

F r e e  T a l k
自由におしゃべり

☆二人並んで、すまし顔～♪

私が着ていた着物を娘たちに着せて
みました。

めぐめぐ（中村区）

☆天使の寝顔

1月に第2子が誕
生しました。離乳
食が始まったら、も
ちろんコープのお
世話になります！

りくママ（岡崎市）

はがき・封書用
投稿先
切り取って

お使いください

７０代の夫婦です。けんかになると互いに
相手を言い負かそうとしてしまいます。そ
こで、どちらかが「了解です」と言ったら、
「けんかは即中止」というルールを設けま
した。それ以来、比較的平和な日々です。

けんかのルール
いっちゃん（西尾市）

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　  ６月１６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

）

わが家のルールを教えてください
～ 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。
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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 アサリの漁獲量は愛知県が一番！ 

4月度の
検査検体数（合計906）

微生物
残留農薬
食品添加物
アレルゲン
残留放射性物質
ヒスタミン

【報告日】
2022/3/21～2022/4/20

813
40
5
28
7
13

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

アサリの役目
　アサリは鉄分、ビタミンB12 、タウリンなどの栄養
素や、グリコーゲン、コハク酸などのうま味成分が豊
富です。アサリは、1個で1日10リットル以上の水を浄
化し、がんばって海をきれいにしながら生活していま
す。アサリは卵のときの大きさが0.2～0.25㎜ととて
も小さく、食べごろの約3㎝に成長するまでに2年～2
年半ほどかかります。 
　全国のアサリ漁獲量は、昭和30年代後半以降
11～16万トンはありましたが、徐々に減って、最近は
1万トン未満に低迷し、全体の7～8割を中国、韓国
などからの輸入に頼っています。それでも愛知県は
2000～3000トンが採れるので日本一です。

なぜ愛知県はアサリの生産量が多いの？ 
　それは入り口が狭く内側は広い、波の穏やかな三河
湾の地形が、アサリの生育しやすい遠浅を作っている
からです。特に豊川河口の六条潟は、鳥類・水生生物・
貝類などのさまざまな生き物が生活できる環境で、干
潟と相まってアサリの生育に適しているそうです。 

　近年、埋め立てや干拓による生息適地の減少、貧
酸素水塊※1、苦潮、赤潮、富栄養化※2などの問題で、
アサリの生育には厳しい環境です。アサリが育つた
めには小石混じりの干潟がよいといわれています。こ
の機会に、アサリなどの貝類の生育にも関心を持っ
てみましょう。 

1 透明な容器を二つ用意します。

2 海水200ml（食塩3％ほど）に米のとぎ汁約10ml
を加え、濁らせた水をそれぞれに入れます。

3 一つに元気なアサリを2～3個入れて2時間後に
濁りがどう変化したか比べてみてください。 

アサリが海をきれいにする働きを調べてみよう！ 

※1 海を深く掘ると海水の循環がなくなり、海底付近の微生
物などが酸素を消費し他の生物が住めなくなる状態のこと 
※2 日常生活から出されるリンや窒素などが過剰に環境に
放出され、アオコや赤潮の原因となること 

人や国の不平等をなくそう
ユニセフ支援活動、
フェアトレード認証商品の取り扱い

生協の取り組み

SDGs

笑顔のたねをまこう 第10回

2018年のユニセフ
「ハンド・イン・ハン
ド」募金活動の様子
（コープ岩田）
地域の中学校・高校
の生徒のみなさん
と一緒に呼び掛け、
多くの組合員の善
意が寄せられました

世界で最も裕福な２６人が３８億人の総資産と同じ富を握っているといわれています。
新型コロナウイルス感染症の広がりは、世界的な格差の拡大につながっており、世界の
人々が一つになって取り組まなければ収束は見えません。
今もウクライナの危機や北朝鮮でのロケット実験が続いています。
コープあいちは、今年度愛知県ユニセフ協会設立に向けて
活動をすすめています。

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。

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。
ユニセフ活動へのご理解と
参加をお願いします。

※いつでも注文カタログ掲載
フェアトレード認証商品の利用は、開発途上
国の生産者のサポートにつながります

　　 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（ティーバッグ）

報 告

紺綬褒章伝達式が行われました 4 月20日（水）
コープあいちは2021年3月、新型コロナウイルス感染症と闘っている医療従事者のみ
なさんへ、応援と感謝の気持ちとして、愛知県「あいち医療応援基金」に1000万円を
寄付しました。「愛知県医療従事者応援金」として、医療従事者の処遇改善の促進を
図る支援などに広く役立てていただき、このことからこの度、内閣府より紺綬褒章を
受章いたしました。 
伝達式は愛知県庁本庁舎で行われました。コープあいちのコロナ禍での取り組みをお
伝えしたところ、愛知県保健医療局長の吉田宏さんより「コロナ禍で食べることを楽
しみにしている方も多い中、コープ宅配、夕食宅配、移動販売など貴重なお仕事をさ
れている。県民にとって価値のある仕事を引き続きお願いします」という言葉をいただ
きました。
今後も組合員のみなさんと知恵を出し合いなが
ら、日々のくらしへの貢献を強めていきます。

紺綬褒章は、公益のために私財を寄付し、功績のある
者に政府から授与されるものです。国、地方公共団体
または公益団体に対する寄付が対象となります。 

伝達式の様子

（右から）吉田保健医療局長、コープあいち森理事長、
平光副理事長

紺綬褒章に係る褒状

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

2月のマイバッグ持参率 （1月21日～2月20日）
コープあいちのお店平均 93.8%

3月のリサイクル
（2月21日～3月20日）

コープの資源回収にご協力をお願いします

4月10日（日） コープニュース
○あま市　ランドセルカバー贈呈式

掲 載

発 信

●次期理事会の構成と定数について協議しました。
●役員報酬検討委員会より2022年度役員報酬について答申がありました。
●3月度収益の見通しと事業活動について報告しました。
●東海コープ事業連合第28回通常総会議案の確定に向けて協議しました。

主に協議や報告したこと

●新しい福祉事業連帯法人の設立と参加の件を議決しました。
●第11回総代会役員選任議案における誤りへの責任の件を議決しました。
●役員選任議案の決定の件を議決しました。
●東海コープ事業連合県別区理事の推薦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38万枚程度の削減にあたります）

宅配コープで回収 お店

3.3トン
（4.5）たまごパック

商品案内
チラシ

6.2トン
（6.7）

337.0トン
（367.1）

保冷箱内袋
商品案内袋

0.6トン
（0.6）

食品トレー
（スチロール）

9.3トン
（9.3）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11回 理事会報告　2022年4月5日（火）
プレスリリース▶
バックナンバー   

4月20日（水）
○コープあいち　紺綬褒章受章
　医療従事者への「あいち医療応援金」寄付において

【役員選任議案の誤りに関するお詫びと報告】 
２０２０年第１１回通常総代会において議決いただきました第４号議案「役員選任の件」に誤りがありました。生協法およびコープあいちの定款で「理事は組合
員でなければならない（特別の理由がある場合を除く）」としています。第４号議案「役員選任の件」における常勤理事は組合員資格がなく、記載内容に誤り
がありました。
コープあいちの最高議決機関である総代会において誤った内容の議案を提出いたしましたこと心よりお詫び申し上げます。
今回の事態を重く受け止め、事実経過の原因と究明、責任の所在を明らかにし、今後このようなことが起こらないように、再発防止に向けて、あらためて法
令遵守の職場風土を築き上げ、みなさまからの信頼回復に取り組んでまいります。

数値で見るコープあいち （2022年4月20日現在 ）

組合員総数／53万1790人 （前月比較 +2574人）

出資金総額／97億2964万円　
 （1人あたり1万8296円）出資預り金含む

総事業高 予算比

2022年4月度 54億7610万円 98.9％ 102.7％

前年比
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食べたい　試したい　伝えたい

尾張東ブロック

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。

※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

SDGs
商品モニター
の活動から

●ミックスキャロットをホットケーキ
ミックスに加えて作ると、色もきれい
になります。

●ごはんを炊くときに水の代わりに
利用するとおいしくごはんが炊け
ます。

●炭酸水は最近はやりの果実発酵の
お酢に入れて飲んでいます。他に
も、梅酒割りなどに。

ミックスキャロット

ただの炭酸水

3月まで放映されていた村上佳
菜子さん出演のテレビＣＭで紹
介した3つの商品。

●ミルクの後味がとてもおいしく、子どもも喜んで食
べました！夫は「少し杏仁豆腐のような感触でおも
しろいね」と話していました。
●ミルクプリンはボリューム感があり、甘過ぎず、ミ
ルク感たっぷりのおいしさがあります。

お試し商品

せいきょうミルクプリン

名古屋北ブロック

●好きな量を使えるので、今
日はお肉多め少なめと調
節できてよかったです。ま
た、袋がチャック式になっ
ているので衛生面も安心
です。
●初めて使いました。解凍の手間が少なくて、すぐに
調理に取りかかれて、時短になります。仕事から
帰ってすぐごはんを作れるのがいいです。

●お弁当に三色丼を作ったら、とても手軽でよかった。
●脂肪分が少ないので離乳食用に使用しています。
パラパラなので少量からでも使いやすく、肉肉しく
ておいしいです。

●いつもよりひき肉を減らし、水切りした豆腐と、お
からパウダーを入れました。（写真）

国産豚100％で産地指定。脂肪の
割合は約20％以下。ミンチ肉をバ
ラ凍結しているので、料理に使いや
すい。

お試し商品

産直豚パラパラミンチ500g

■ヘルシーロールキャベツ

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
お申込み受け付け中

7月   3日（日）までお得な早期割引

8月11日（木・祝）まで申し込み締め切り

コープの　  ギフト夏

※カタログはお店のサービスカウンターへお申し出ください

全商品
配送料込み！

報 告 /  02

障害者福祉についての法制度拡充を求める請願「第45次きょ
うされん国会請願署名」運動は下記の通りとなりました。
いただいた署名は全国で取りまとめ、全政党の国会議員訪
問も含め国会に送り届けました。 
※「きょうされん」とは、障がいのある方が働く共同作業所などで構
成される団体です

第45次 きょうされん 
国会請願署名・募金 

報 告 /  01

2022年度は６団体に助成します
この制度は、コープあいち組合員の利用の中から積み立てられた剰余金をもとに新たに創設されました。
組合員との絆を大切にし、地域とのつながり、行政や取引先との連携を力にしながら誰も取り残さないという、SDGsのめざす課題の実
現のために活動しているグループを支援する制度です。

コープあいちSDGｓ助成制度
2022年度［第1回］助成団体を紹介します 

報 告 /  03

コープあいちの平和の取り組みは、愛友会のみなさんにもご協力
いただきすすめています。また、被ばく者運動への協力や支援も
行ってきました。
ご協力いただきました募金は愛友会が県内で活動するための資
金となり、一部は日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）
の資金になります。 

愛知県原水爆被災者の会（愛友会）・
日本被団協活動維持募金 

SDGsSDGs

募 金 期 間 2月7日～2月18日
署 名 筆 数 6,039筆
募 金 金 額 1,057,842円

募 金 期 間 3月14日～3月31日
募 金 金 額 1,640,556円

報 告 /  04

トンガ沖大規模噴火・津波支援募金 

上記募金金額には日本ユニセフ協会
「自然災害緊急募金」へ直接募金いた
だいたものは含まれていません。 

募 金 期 間 2月1日～2月28日
募 金 金 額 1,000,000円

活動地域

新城市

岡崎市

名東区

瑞穂区

犬山市

西　区

やなまるっ人

手話グループウイズ

NPOかけはし 

マザーズハウス
めりーさんのお家

子育て支援グループ
わくわく

犬山西口
おもてなし隊

助成団体名 目的 助成金額（円）

防災活動を通じて住民間のつながりを深め地域の活性化 

地域に根ざす子育て支援および子育て活動団体の支援 

地域の子育て中の親と子どもたちを応援しその文化の向上、子ど
もたちの健全育成、および地域でのネットワーク形成に寄与する 

地域の聴覚障がい者と聴者が相互理解と情報共有できること 

地域環境整備 
活動仲間を増やし、若い世代に協同組合の理念を伝える

貧困など困難を抱える子どもたちへの支援を中心に、地域のさま
ざまな子どもたちを対象とした交流地点として、地域の方も含め
て対象にし広く地域の拠点とする 

100,000

33,000

99,954

36,600

6,180

100,000

SDGs

緊急のためWebサイト、お店・ブロック
LINEで呼び掛け、ご協力いただきまし
た。組合員のみなさんからお預かりしてい
る21年度ユニセフ募金の一部と合わせ
て、日本ユニセフ協会の「自然災害緊急募
金」へ送金しました。 
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