
営業時間 10:00～20:00
TEL0985-59-5511

大塚店か
ら
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店長：小川 雅宏
おがわ まさひろ

　農産部門のマネージャーをしており
ました馬塲利光です。今回の異動で店舗
の農産仕入れを担当することになりまし
た。大塚店での２年間は不十分なことも
あったと思いますが、皆様からあたたか
いお言葉をかけていただき、大変感謝し
ております。今後も、美味しくて珍しい果
実や新鮮な野菜を品揃えできるよう、努
力してまいります。後任マネージャーに

は、以前、大塚店で勤務しておりました、高橋昭子さんが着
任します。私同様、よろしくお願いいたします。

　惣菜部門のマネージャーをしており
ました松藤 拓です。今回、高鍋店へ異
動となりました。大塚店での４年間、
本当にお世話になりました。組合員さ
んと職員との出会いは、私にとってか
けがえのないものでした。寂しい思い
はありますが、前を向いてがんばりま
す！これからも大塚店をよろしくお願
いいたします。高鍋方面にお越しの際

はぜひ、高鍋店にお立ち寄りください。なお、後任マネー
ジャーには、大塚店で勤務しております、岩田祐聖さん
が着任します。私同様、よろしくお願いいたします。

お世話になりました

ば　ば としみつ
農産部門

馬塲 利光 さん

　この度、日南店に異動となりました。
よくお話をさせていただく組合員さんも
多くなってきて、より仲良くなりたいと
思っていたところでしたので残念です。
また、戻って来ることもあるかもしれま
せんので、楽しみにしておきます。大塚
店での経験を生かし、日南店でも組合員
さんに喜ばれるお店づくりの担い手とな
れるようがんばります。一年間お世話に
なりました。ありがとうございました。

ひらさわ たけひろ
品揃えマネージャー

平沢 岳洋 さん

まつふじ たく
惣菜部門

松藤 拓 さん

「お店の入り口に、カート及び買い物カゴ用の除菌ティッ
シュがあるのは嬉しいのですが、カートを拭いて中に入り、
カゴを拭いた後のゴミの処理に困ります。ゴミ箱を置くか、
カートとカゴを同じ場所に置くなどしてもらえると助かります！」
という声をいただきました。
　早速、写真のように、買い物
カートと除菌シートのそばに買い
物カゴを設置するようにいたしまし
た。同じように思われていた組合
員さんもいらっしゃったと思います。
　この度は、職員が気づかない
ことを教えていただき、ありがとう
ございました。

西側風除室にもカゴを設置しました。西側風除室にもカゴを設置しました。
（使い終わった除菌シートは近くの
　ゴミ箱に捨ててください。）
（使い終わった除菌シートは近くの
　ゴミ箱に捨ててください。）

組合員さんの声で改善しました

大学生協でCOOP学生総合共済の保障をお持ちの
２０２２年３月卒業生の保護者の皆様へ

【お問い合わせ先】　新社会人コース専用窓口
フリーダイヤル　0120-69-9431（月～土9:00 ～18:00）
くらしの保障部　TEL 0985-29-3700（月～土9:00 ～17:50）

　大学生協でご加入されていた“COOP学生総合共済”は、卒業
後はCOOPみやざきで、30歳までの掛け金はそのままで、ほぼ
同様の保障内容で新社会人コース（CO・OP学生総合共済から
の更新・更改専用コース）に移ることができます。

※現在、大学生協で学生総合共済をご契約の方で、2022年3月
卒業予定の皆様へは大学生協様から、満期のお知らせの中にあ
る、新社会人コースの案内が届いていますので、そちらでもご
確認ください。

　大学生協でご加入されていた“COOP学生総合共済”は、卒業
後はCOOPみやざきで、30歳までの掛け金はそのままで、ほぼ
同様の保障内容で新社会人コース（CO・OP学生総合共済から
の更新・更改専用コース）に移ることができます。

※現在、大学生協で学生総合共済をご契約の方で、2022年3月
卒業予定の皆様へは大学生協様から、満期のお知らせの中にあ
る、新社会人コースの案内が届いていますので、そちらでもご
確認ください。

大学の共済は本当に安くて充実
しているけど、卒業したら何もな
くなってしまうのが残念だな…。
持病がある子や、就職しても
自分で保障に加入しない子も
いるのに…。

○学生総合共済に関する声から・・・

　「くらしの積立」は電子
マネーのようにコープ
カードでチャージ（入金）
ができます。支払いに
利用できるので、現金を
使わず簡単にお支払いが
できます。

◆レジに設置してある、「くらしの積立チャージカード」が
便利です。
◆このカードを精算時にレジで提示していただき、現金で
入金されると、「くらしの積立」に入ります。
　※入金後、約５分経ってから支払いに利用できます。
◆詳しくはサービスカウンター職員までおたずねください。

「くらしの積立」
のチャージは、便利
ですね。共同購入の

積立しか利用していませんで
したが、お店でもチャージし
てみます。小銭をレジで出す
手間が省けるので、良いと思
います。ハロー！コープの情
報は、「ハズレ」はない様に
思います。

最近はお店に入っ
てすぐに、サービス
カウンターで「くら

しの積立」にチャージしてか
ら、買い物をするようにして
います。

くらしの積立「チャージカード」
（宮崎市のM・Ｉさん）

（宮崎市のM・Jさん）

／1３

／26２

３月のカレンダー

※催事については業者さまの都合で日程が変わ
る場合もあります。あらかじめご了承ください。
実施についてはお店にお問い合わせください。

ひなまつり

サバの日

ホワイトデー

彼岸入

春分の日

彼岸明

お楽しみ市

お楽しみ市

226土 27 28月・ ・日

大塚店お楽しみ市

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

（水）

（木）

27

28

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

保障相談日

保障相談日

やきとり・ももやき
（焼き鳥さつき）

やきとり・ももやき
（焼き鳥さつき）

焼鳥
（竜鳳）

焼鳥
（竜鳳）

焼鳥
（竜鳳）

焼鳥
（竜鳳）

和菓子
（味のくらや）

地場産品
（椎葉商事）

茶
（壱岐茶舗）

たこ焼き
（大入橘）

お好み焼き
（濱江（お好み焼）

お好み焼き
（濱江（お好み焼）

すり身の天ぷら
（イルカ（天ぷら））

ナン・カレー・チキン
（インド料理サジョワン）

ナン・カレー・チキン
（インド料理サジョワン）

赤ちゃん石けんプレゼント  ～出産された組合員さんご本人に、赤ちゃん石けんをさしあげます。お申し込みは、サービスカウンターまで！【生活事業】 生活サービスセンター・住宅センター　県内全域☎0985-29-5800　県北地域☎0982-33-6215　県南地域☎0986-23-4416／旅行センター☎0985-28-0568／くらしの保障部☎0985-29-3700／BOOK・CＤ・DVDセンター☎0985-28-6611

●今月のハロー!コープは、１月４～31日に利用されたお店（月利用日数の一番多い店、同じ日数のときはお買い上げ金額の多い店）からお届けしてます。【お店のご利用はコープカードを通してわかるようになっています】

〒880-8530 宮崎市瀬頭2丁目10番26号
TEL0985-32-1234 FAX0985-32-3355
ホームページアドレス http://www.miyazaki.coop

“私たちの供給する商品を中心に
　　　家族の団らんがはずむこと”
　　　　　　　　　をめざします。

所在地

2月 No.314

発　行 理事会

○満足できなかった商品がありましたら、返金、交換い
たします。サービスカウンターまでお気軽にお申し出
ください。
○欲しい商品がないときは、職員または、サービスカウ
ンターにお申しつけください。ご要望にお応えいた
します。（品揃え、バラ売り、小・大容量、盛り合わせなど）

★
お
楽
し
み
抽
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に
あ
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前月号から・おたより・「卒業、進学、就職の思い出」

　節分そばの話が載っていました。初めて
知ったので、とても新鮮でした。世の中に
は、知らないことが多すぎる～と実感し
ます。

宮崎市のＴ・Ｋさん

節分そば
　今から門出のシーズン。別れと出
会いの時。ほんの気持ちをお渡しし
たい時に、生協で買って、ラッピン
グ（無料）して
いただいて、
利用します。
宮崎市の　　

Ｔ・Ｅさん

ラッピング

　「レジ応援情報」すてきなサービスです
ね。支払いは、いつもレジ横に掛けてあ
る『くらしの積立から』の札をコープカード
と一緒に出すか、口頭で伝えていました。
早速「精算は積立利用」を登録していただ
きたいと思います。コロナ対策としてもレ
ジ職員の方・私たち利用者お互いに安心
してお買い物ができますね。

宮崎市のＮ・Ｙさん

早速、登録してもらいます

　息子が３月で小学校を卒業します。
６年間あっという間でした。６年前私
の胸下だったのに、今では私と同じ
くらいになってしまい、元気に大きく
成長してくれたなぁと嬉しくもあり、
もう親離れするだろうなぁとさびしく
もあります。

あっという間の６年間

　就職の思い出は、当時洋裁を仕事
にしていた母が、入社式用にスーツ

を手作りで縫ってくれ
たことです。今思えば、
仕事と家事の合間に縫
うのは大変だったろう
な…。もっと感謝して
「ありがとう」を言うべ
きでした。今度実家に
帰ったら、「ありがとう」
を伝えます♡。

延岡市のＴ・Ｍさん

手作りスーツ

　去年、息子が中学校を卒業しま
した。コロナ禍で、卒業式は生歌
を聞けなかったりと残念だったし、
かわいそうに感じましたが、終了
後、外で保護者と先生へ歌のプレ
ゼントがありました。桜の舞う中、
サプライズで子どもたちが歌って
くれました。とても感動して涙が
あふれました。今年、卒業のみな
さん、おめでとうございます‼

延岡市のＹ・Ｏさん

涙の卒業式

　２月になると、息子を主人と２
人で大学の寮へ送って行った時の
ことを思い出します。帰りの飛行
機の中で、２人ともひと言も話さ
ずさびしかったのを覚えていて、
今でも思い出します。今は息子も
家庭をもち、２人の子どもの父親
です。

大学の寮へ

　就職したばかりの頃は車もなく、
自転車で雨の日も寒い日も通ってい
ました。ついでにお湯も出なかった
ので、寒い日はやかんで沸かしたお
湯に手をつけてあっためて、自転車
に乗っていました。それでも大変と
は思わなかった…。若かった、懐か
しい日を思い出します。

宮崎市のＫ・Ｎさん

お湯に手をつけて
　初めての就職先で、社会人とし
ていろいろな経験を積ませていた
だきました。辛いこともありまし
たが、楽しかった思い出の方が多
かったように思います。人間関係
にも恵まれ、今でも良いお付き合
いをさせていただき、感謝の思い
でいっぱいです。

宮崎市のＭ・Ｔさん

社会人としての一歩

　恥ずかしながら、今までやらなきゃ…と
は思いつつも、ついつい後回しになってし
まい、防災グッズを何も準備していません
でしたが、先日の夜中の地震速報に驚き、
ようやく危機感を抱きました。翌日コープ
に行き、まずは５年保存のお水、お米、
カレー、アイラップ、簡易トイレ等を購入
しました。他のスーパーを見ても、防災グ
ッズや非常食はなかなか置いていないので、
常時コーナーがあるのはありがたいです。
これからちょこちょこ揃えていき、いざと
いう時用に念のため備えておきますが、
これらの出番がないことを祈るばかりです。

宮崎市のＹ・Ｉさん

防災グッズの備え

　TVの影響をうけ、断捨離再開中
です。納戸に昔使っていたワープロ
がありました。もう電源も入りませ
んでしたが、画面が３行くらいしか
ないもので、「よくこんなので仕事を
してたなー」や、横にフロッピーを入
れる差し込み口があり、「今の若い人
は知らないだろうな～」と思ったこ
とでした。久しぶりにレコードも聞
いてしまい、片づかな～い‼

都城市のＴ・Ｏさん

断捨離のはずが…

　近頃になって、「トイレにナプキン
を置こう」という動きが話題になり
ました。でもコープさんでは、かな
り以前から実施されてましたよね。
初めて目にした時は衝撃を受けまし
たが、時代を先取りしていたのです
ね。時代がやっとコープさんに追い
ついてきました。

宮崎市のＹ・Ｋさん

時代を先取り

※一部、有料もあります。

宮崎市のＳ・Ｋさん

宮崎市のＳ・Ｔさん

（氏名） （組合員No.）
（TEL）

→店舗支援部行
（3月15日〆切り）

※メッセージを紙面等で紹介する場合、写真や名前掲載に
　ご協力いただけますか。○をお願いします。
　（ 写真と名前可・名前可・イニシャルで可・名前不可）

回答（ ● いる  ● いらない ）

クイズ

〈何でもメッセージ〉

ハロー！コープ

◆「身近なくらしの話題」、「ササッと作れるお弁当おかず」、
「ベーカリーや生協のお気に入り商品」、「サービス･対応
についてよかったこと･ご意見･ご要望」等、右の〈何でも
メッセージ〉欄にどうぞ。

ア ウイしじみスープ あさりスープ もずくスープ

キ リ ト リ セ ン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

◆今回、紙面で紹介している、賞味期限シールの位置を
変更したのは次のどれでしょう？

■応募方法は、右の応募用紙に、答、氏名、組合員No.、
電話番号を記入の上、お店のサービスカウンター、もしくは
共同購入担当者へお出しください。はがきの郵送でも可。

　インターネットで応募の際は、コープみやざきホーム
ページ → ご意見･お問い合わせ → 生協へ
のご意見 → ハロー！コープへのご意見　へ
すすんでください。

　（http://www.miyazaki.coop）右のQRコードからも
すすめます。
携帯からの応募：hello_coop@miyazaki.coop
①お名前　②組合員番号　③電話番号　④クイズの答え
⑤何でもメッセージを書き込んでください。

■あて先〒880-8530
コープみやざきハロー！コープ編集委員会係

■正解者の中から抽選で150名様に商品券（500円）を
さしあげます。当選者の発表は、発送をもってかえさせて
いただきます。
■12月（No.312）ハロー！コープクイズの答

応募総数908通　正解者数889通
○白玉Ａ

2022.2月号

★メッセージは必ず黒のボールペンでご記入ください。

・

・
・

“店で買い物したついでに、共同購入の
商品が受け取れて、便利です”

“店で買い物したついでに、共同購入の
商品が受け取れて、便利です”

店舗受取場所については
各店舗のサービスカウン
ター、または
地域責任者支援課

まで、お気軽にお尋ねくだ
さい。花ヶ島店受取場のようす

『くらしの交流会』補助制度『くらしの交流会』補助制度『くらしの交流会』補助制度『くらしの交流会』補助制度『くらしの交流会』補助制度

○交流する組合員さん同士はどんな関係でもＯＫです。
○交流会が決まったら、サービスカウンターで申請書を受け取ってください。
◆2021年度分の補助は、2022年３月31日開催分までで締め切ります。

お問い合わせは、総務部 川野（電話（0985）32－1234）まで

交流会で話題になったことを、報告書
に記入してください。組合員さんの
声を、コープみやざきの事業に生かし
ていきます。

『くらしの交流会』補助制度は、年１
回、組合員さんお一人につき５００円
を上限に、組合員さん同士の交流を
応援する制度です。

2022年度
コープ委員さん募集

2022年度
コープ委員さん募集

2022年度
コープ委員さん募集

チラシは、店舗サービスカウ
ンターにも常備しています。

お申し込み・お問い合わせは
生活サービスセンター
電話 0985-29-5800
営業 :月曜～土曜  9:00～17:50

受付期間　 ２月１４日（月）～3月１9日（土）まで

●予約注文ができます。
●配達日時指定ができます。
●全国どこでも希望の場所へお届けします。

電話 0985-20-2110

電話 0985 - 2 8 - 0 568
コープみやざき旅行センター

営業日 月曜～日曜 （祝日も営業)  営業時間 9:30～17:50

お問い合わせは

（宮崎市の組合員さん）

お母さんとの
お茶会

ご近所、職場の歓迎会、送別会

お友達との
ランチ

ＰＴＡなどの懇親会

サークルの
食事会

旅行センター
木元くるみ
旅行センター
木元くるみ

目的地までのアクセス方法の
アドバイスや東京の地下鉄路
線図、新幹線の時刻表などお
調べしてチケットと一緒にお
渡しします。

アクセスが不安な方は
ご相談ください！

目的地までのアクセス方法の

アクセスが不安な方はアクセスが不安な方はアクセスが不安な方は
ご相談ください！

アクセスが不安な方は
ご相談ください！

アクセスが不安な方は
ご相談ください！

旅行センターで手配できるもの

航空券航空券航空券 セットプランセットプランセットプラン 宿　泊宿　泊宿　泊

ＪＲＪＲ
チケットチケット
ＪＲ
チケットレンタカーレンタカーレンタカー カーフェリーカーフェリーカーフェリー


