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　こんにちは。水産部門の丸野由美子（まるのゆみこ）
と申します。この時期は梅雨の雨が続き、草木には恵の
雨で喜んでいるかもしれませんが、私は毎日、洗濯物の
乾きが気になります。
　また、今の時期に毎年、梅干用に梅を１０ｋｇ漬ける
のですが、昨年漬けた梅干も今頃になると、あと１瓶あ

るかないかになってい
ます。
　梅の価格やシソの価
格を気にしながらも、
孫が「ばぁば（私）の漬
けた梅干しが一番美味
しい！」と言ってくれ
るので、それが励みに
なり、また今年も漬け
ました。今年も美味し
くなあれ！

今年も梅を漬けました

写真右は孫の隼汰（しゅんた）くん

水産部門　丸野 由美子 さん
まるの　　ゆみこ

　コープみやざきの「今年のすすめ方」や昨年の「決算報告」
などが議決される、６月２１日（火）開催の第５１回通常総代
会に先駆けて、コロナ感染対策を行ないながら、５月１９日
（木）に延岡地区のブロック総会が開催されました。各地区か
ら２２名もの組合員さんにご参加いただきました。お忙しい中、
ありがとうございました。
　組合員さんに対しての「職員の対応が良かったよ」のお声を
いただき、職員一同、励みにがんばりたいと思います。また、
『レジで、「箸は不要」「レジ袋は不要」「くらしの積立で支
払う」など、一人ひとり個別のご要望を事前に登録すると、そ
の都度レジで言わなくても良いという仕組みがあることを知ら
なかった』とのご意見や、「魚など焼いて調理してくれること
を知らなかった」との声もありましたので、これからも、喜ば
れていることをお伝えできるよう努めてまいります。養成講座受講のようす

ごみゼロ運動のようす

（中央）（延岡ブロック総会のようす）

≪ＣＯ･ＯＰ共済ニュース≫

　CO・OP共済センターへ共済金の請求連絡をされ、電話がつながりにくい
状況が続いております。ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございません。
　共済金のご請求に関する詳しい情報は、ＣＯ･ＯＰ共済ホームページ内の
専用ページにてご確認いただけます。

　今回、息子がコロナ感染症にかかり、大変でした。
自宅療養となり、家族全員外出できず、感染拡大を
防ぎながら、見えないウイルスを相手に、心も体も
疲れてしまいました。しかしその時、迅速な対応で
すぐに振り込みがあり、いろいろと出費がかさんで
いたので助かりました。お陰で、息子も無事に回復
しました。 （延岡市の組合員さん）

　ＣＯ･ＯＰ共済は、組合員さんの「もしも」という時を支えるため
のものです。請求を遠慮したり、忘れていたりなどはありません
か。「これって対象になるのかな？」など、どんな些細なことでも
承りますので、まずはお問い合わせください。

＊新型コロナ専用ダイヤル
0120-28-9431 （月から土  9：00～18：00）
＊ＣＯ・ＯＰ共済センター　共済金の請求　
0120-80-9431 （月から土  9：00～18：00）
＊各種保障に関することなら　くらしの保障部
0985-29-3700 （月から土  9：00～17：50）

新型コロナ専用
Web請求受付サイト

6 25土 26 27月・ ・日

※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。
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地場産品
（椎葉商事）
地場産品
（椎葉商事）

北小路店お楽しみ市

◆サービスカウンターでは、ギフト箱（白色）
を２種類ご用意しております（大・小と
もに 30 円です）。先に箱を貸し出すこと
もできますので、自分で選んだ商品を詰
め合わせることもできます。
　その後、ラッピングいたします（無料）。

◆お中元はもちろん、お祝やお見舞、法事
などのお返しにも、ご利用できます。

◆各店のサービスカウンターに、お気軽に
お問い合わせください。

32cm32cm32cm

30cm30cm30cm 21cm21cm21cm

高さ6cm

大 小

実際に組合員さんが選んで
詰め合わせたセットです。

ご予算等の
ご相談も
承ります！

　まごころギフトとは、組合員さんがお好みの
商品を選んで、贈り物にするものです。あらか
じめ店に用意してある箱を手に持って、自由に
詰め合わせをすることもできます。
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実際に組合員さんががさんが選ん選ん選んで

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

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、５月１～31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

2022年 ６月号 No.318

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）
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前号から・おたより わが家のがっつりメニュー

ラベルなしの「うまいっ茶」登場
に、拍手です♥。ラベルのコスト削
減、＋消費者はラベルを剥がす手間
がなくなる！主婦たちは毎日、何本
のペットボトルのラベルを剥がして
いることか…。ラベルなしの商品普
及に心からエールを送ります！

延岡市のT・Mさん

ラベルなしのペットボトル

「あっ！今朝食べた！」と思わず
言ってしまいました。「オクラと山
芋のネバネバサラダ」も「鉄火丼の

素」もよ～く食べ
ています。そろそ
ろ「ひんやりメニ
ュー」にもチャレ
ンジしようかな～
と思ってま～す。
延岡市のY・Fさん

食べた～い、さっぱりメニュー

買い替えたいと探していましたけ
ど、中々サイズで気に入るのがあり
ませんでした。コープは品揃えが良
いみたいなので、見てみます。

高原町のE・Tさん

保冷バッグ

くらしの積立は便利ですね。支払
いに利用すると、レジ混雑の緩和に
なるし、お釣りの小銭で財布が重く
なることもない。コロナ感染予防の
観点からも、現金を触らずに済むの
で安心です。今後も大いに利用させ
てもらいます。

高鍋町のJ・Tさん

くらしの積立は便利

休日の朝はクロワッサンにハムカ
ツやスティックカツ、レタス、ゆで
卵をタルタル状にして、サンドウイ
ッチにして食べることもあります。
とてもボリュ
ーミ－で食べ
がいもあり、
美味しいです
よ、夫は２～
３個ペロリで
す。

三股町のM・Kさん

サンドウイッチにしています

豚のブロック肉を買って適当な厚
さに切り、たたいて肉を柔らかくし
てから焼き、ウスターソース、ケチ
ャップ、酢、しょうゆで味付けしま
す。家族に大好評です！

宮崎市の組合員さん

トンテキ

豚肉の生姜焼きをたっぷり作り、
それを千切りキャベツの上に乗せま
す。食べる頃にはキャベツがしんな
りして、タレも染み込んで、とって
も美味しいです。

宮崎市のY・Sさん

生姜焼き

私のがっつり飯は、
ゴーヤを使ったおか
ずです。時にゴーヤ
チャンプルー。豚バ
ラ肉をたっぷり使い
ます（こんがり焼き目を付けて）。
アレンジもいろいろできます。麩チ
ャンプルー、ソーメンチャンプルー、
豆腐、もやし、材料も考えるととて
も楽しいです。夏が来るとゴーヤが
食べたくなるゴーヤ大好きの私です。

宮崎市のT・Tさん

ゴーヤを使ったおかず

あなたの声をお聴かせください！

【お問い合わせ】
  総務部　電話 （0985）32-1234　担当:深野

○お気に入り商品や嬉し
いサービス、気になる
こと、近況など、何で
も教えてください。

○ハガキに印刷してあ
るQRコードからも、
声を送ることができ
ます。

○7月7日以降、順次
お届けします。

○出資配当や利用割戻しのご案内を掲載してい
ます。

日時：月1回（第3金曜日が基本）10:00～13:00
　　　第1回目は9月22日（木）を予定しています。
会場：コープみやざき本部（宮崎市瀬頭2丁目10-26）
人数：10人程度（来年8月まで定期的に参加できる方）
　　　昼食の準備・交通費支給があります。
申し込み：経営企画室 担当：日髙　電話 0985-32-1234
締め切り：7月29日(金)　17:00

『わが家の声カード』を
郵送でお届けします

『わが家の声カード』を
郵送でお届けします

『わが家の声カード』を
郵送でお届けします

『わが家の声カード』を
郵送でお届けします

◆にじのわ・ハロー！コープを読んでの感想やご意見、中身
を通して知りたいこと、興味があること
◆その他、今まわりで話題になっていること

を教えていただき、組合員さん同士や生協との情報
交換が、スムーズに進むようにしたいと考えていま
す。ご参加をお待ちしております。

このようなハガキが
届きます

新富町　N・Kさんのなんでもメッセージより

　☎ ０９８５－２8－0568
■お問い合わせは 旅行センター 当面の間、営業日・営業時間を

短縮しております

にじのわ担当:日髙

ハ
ロ
ー
！
コ
ー
プ
担
当
：
湯
地

（氏名） （組合員No.）
（TEL）

→店舗支援部行
（７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」、「わが家のよく作るカボチャ
料理」、「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。

Ａ ＣＢしおだれ うまだれ ごまだれ

キ リ ト リ セ ン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

◆いよいよ冷し中華の季節です。　　『冷し中華』のたれ
は味が２種類ありますが、「甘酢だれ」ともうひとつは
何でしょう？

■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。
■4月（No.316）ハロー！コープクイズの答

応募総数930通　正解者数903通
○ブロック総会2

2022.6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。

・

・
・

コープカードを提示していただくとワンドリンクサービスや
割引特典を受けられる提携店がございます。利用代金は、
利用割戻しの対象となります。

鉄板焼きステーキ　一ッ葉ミヤチク

■組合員さん特典『ミヤチク』
店頭表示価格から『１０％』の割引特典があります。コープカード１枚で
グループみなさんのお支払が対象となります。
ご利用の際には、お電話でお問い合わせをされるとスムーズです。

にじのわ・ハロー！コープ検討委員会とは、『にじのわ』『ハロー！
コープ』を読んだ組合員さんの声を聴かせていただく場です。

　５月17日・18日・19日に、県内10会場で開かれたブロック
総会には、225人の組合員さんが参加されて、６月21日（火）に
開かれる総代会に向けて、「2021年度努力してきたこと・2022
年度取り組むこと」などの議案について、意見・質問を出し合いま
した。
　理事会では、提案した議案が組合員さんにどう受けとめられて
いるかを確認して、総代会での議案の補足説明に生かします。

　その中で出された意見には、出席した
役職員がその場で回答をしました。なお、
その場で回答できなかったものについて
は、持ち帰って検討後、後日文書で回答
されました。

　総代会当日には、ブロック
総会で出された声についての
受け止めを報告します。また、
議案の補足・説明をします。

6月 21日（火）の
第 51 回通常総代
会に、ブロック総
会の声が持ち寄ら
れます。

理事会は、ブロック総会で
出された組合員さんの意見
について検討します。

グループに分かれて、議案について
や、ふだんの暮らしの中での生協に
ついて意見・質問を出し合いました。

ブロック総会では、総代会の6つの議案について、理事から説明・提案されました。

議案採決のようす

＜議案内容＞
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案

第５号議案
第６号議案

「2021年度努力してきたこと、2022年度取り組むこと」を決めます
「2021年度決算報告および剰余金処分」を決めます
「2022年度予算」を決めます
「消費生活協同組合法（生協法）改正に伴い、監事監査規則の一部変更」を
決めます
「第26期（2022年度・2023年度）役員選任」をします。
「役員退職金支給」について決めます

日に 県内10会場で開かれたブロ

ブロック総会ブロック総会

　初めて参加させていただいたが、とても有意義な時間でした。CO･OPを利用
してからは５～６年、共同購入を始めてから３年程経ちますが、ここまで深くい
ろいろな人が関わって考えられていることは知りませんでした（委員会・総会
の名前は知ってはいましたが、仕組みまでは理解していませんでした）。なので、
一員としてもっと利用できるサービスは利用したり、生活の中でももっと意識
して生活していけたらなと思いました。知らなかったこと、自分では気づかなか
ったことを他の方から生の声で聞くことができて良かったです。

初めて参加させていただきました

（日向ブロック総会参加者の感想より）

ふかの


