
営業時間 10:00～20:00
TEL0985-59-5511

大塚店か
ら
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“秋の味覚”

店長：小川 雅宏
おがわ まさひろ

大

　先日、組合員さんから、「私は組合員さんがどんな要
望を出され、どのように回答されているのかを見るのが
好きです。でも今の場所は暗くて少し読むのが大変です。
良いご意見だと思うので、もっと多くの人の目に触れて
欲しいです」というご意見をいただきました。そこで、
掲示場所を入り口奥
から入り口近くに変
更しました。これで
見やすく、記入しや
すくなったのではな
いかと思います。貴
重なご意見、ありが
とうございました。

『よくするカード』の設置場所を変更しました

　今回は大塚店に対して、３４件のご意見をお寄せい
ただきました。『お気に入り』の声が２０件で、「電動車
椅子で大塚店に行くのですが、職員の方がお手伝いを
してくれて、ありがとうございます！本当に嬉しいで
す」「接客が気持ち良く、鮮魚の方も細かい注文に、気
持ち良く応じてくださいます」「毎週土曜日の動画配信
（コープメール）は、各部門の職員さんからのお知らせ
など、工夫されていて癒されます」などの内容でした。
　一方、『もっとこうして』の声は１４件で、「お誕生日
１割引を誕生日週や月に好きな日が選べると助かりま
す」「衣料品を置いて欲しい」「店内が冷え過ぎ」などの
内容でした。
『お気に入り』の点はさらに伸ばし、『もっとこうして』
の点は施設改善など、すぐに対応できないところもあ
りますが、改善に向け全力で取り組んでまいります。
これからもお気づきのことやお困りのことがございま
したら、いつでもお近くの職員にお声がけくださいませ。

・週末に、ご利用のお店の情報をお届けします！
・店内の写真や店長が作成する動画も好評です！

【 登録方法 】
① スマホのLINEを開き、ホーム「　」マークをタッチ。 
② 右上の友達「　」マークをタッチ。 
③ 友だち追加の「QRコード」をタッチし、左のQRコード
　 を読み取り、「友だち追加」をタッチして、完了です。大塚店QRコード

「よくするカード」は入り口近くにあります。「よくするカード」は入り口近くにあります。

【新型コロナウイルス感染症専用】共済金請求受付ダイヤル

現在コールセンターがつながりにくくなっています。
新型コロナウイルス感染症専用ページはこちらから・・

腕をあげて
「の」の字を
描くように

乳がんは唯一、自分で見つけられる
「がん」と言われています

乳がんは唯一、自分で見つけられる
「がん」と言われています

～10月はピンクリボン運動月間です～

　夏に胃と大腸の検診を
受けました。どちらにも
ポリープが見つかり、す
ぐ切除していただきまし
た。これを機に、妻には
乳がん検診を強くすすめ
ようと思います。

乳がんは自己検診で見つけることができます。まずは毎月、自分で
触診を！乳房エコーやマンモグラフィーなどの検診を併用し、早期
発見を心がけましょう。「自分は大丈夫」「忙しくて時間がない」などと
思わず、自治体や職場の『がん検診』をきちんと受けましょう。

石鹸を
つけると
滑りやすい

≪ＣＯ･ＯＰ共済ニュース≫

お風呂の時、自分でチェックして
みましょう！

（宮崎市の組合員さん）

０１２０－２８－９４３１Ｒ

◇店内でお召し上がりにならない場合は、テイクアウト試食
として、お持ち帰りもできます。

◇農産品などの季節の商品やベーカリーの新商品については、
あらかじめ店頭にテイクアウトできる試食を、時間を決
めて準備している場合もあります。

※都北店・かおる坂店・本郷店にはベーカリー部門はありません。

佐土原店（宮崎市）
ベーカリー部門
マネージャー

太田尾 律子 さん
おおたお りつこ

　果物など贈り物にしたい商品や食べたことがない商品など、
購入前に味を確かめたい時は、遠慮なくお近くの職員までお声
がけください。すぐに試食・試飲を準備いたします。

組合員さんが、「

」と話してくださいました。
「

」と話がはずみました。

７月に赤江店（宮崎市）で展開
した『美酢』では、お申し出に
より試飲していただきました。

ベーカリーの新商品の
テイクアウト試食

『美酢』
みちょ
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さつまいもの日
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　ハロウィン・日本茶の日

／249

／110

（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）

（金）

（土）

（日）

（月）

25

26

27

28

29

30

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

※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。

大塚店お楽しみ市

スポーツの日
まぐろの日・お好み焼きの日

保障相談日

保障相談日

お好み焼き
（濱江（お好み焼）

お好み焼き
（濱江（お好み焼）

たこ焼き
（大入橘）

焼鳥
（竜鳳）

焼鳥
（竜鳳）

焼鳥
（竜鳳）

焼鳥
（竜鳳）

地場産品
（椎葉商事）

すり身の天ぷら
（イルカ（天ぷら））

茶
（壱岐茶舗）

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、8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 ９月号 No.321

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
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前号から・おたより 運動会の思い出

７月に出産しました。
コープに『赤ちゃんルー
ム』があることを知っ
たので、お買い物に行
った時に、安心して利
用できます。
宮崎市のＣ・Ｅさん

赤ちゃんルーム
昭和３０年代、私が小学校の時、校庭に出店が並び、
かき氷屋さん、おもちゃさんなど、お祭りのような
運動会でした。　　　　　宮崎市のＭ・Ｕさん（60代）

お祭りみたい

青島の施設に勤務していた時、運動会弁当のちら
し寿司の上に伊勢えびが何匹も乗っているのを見て
ビックリ！ひと家族だけでないんです。とっても羨ま
しく思いました。　　　　  高鍋町のＭ・Ｉさん（60代）

さすが青島

父が運動会の朝に「早く走れるように！」と、生卵
を食べさせてくれたことを思い出します。お陰で
１等賞が取れました。　  鹿児島県のＦ・Ｓさん（80代）

生卵

お昼ご飯をいっぱい食べ過
ぎて、昼からの競技が動けな
くて、大変な時がありました。
都農町のＫ・Ｓさん（50代）

動けない

私は競技など走り回ることはあまり好きではあり
ませんでした。でもダンスが好きでした。フォーク
ダンスが特に！楽しかったです。

宮崎市のＭ・Ｎさん（60代）

ダンスが楽しみ

この夏で高３の娘と中３の息子
の部活が終わり、引退となりまし
た。今まで毎週末は何かと忙しか
ったのが、これからは受験に向け
て心配が増えそうです。コロナ禍
で不安も尽きませんが、親として
できる限りのサポートをしていきま
す。生協さんの食材も使わせてい
ただきますね。

宮崎市のＹ・Ｓさん

親としてのサポート
　２歳になる娘は『コープちゃんチーズ』が大

好きです。昨年頃までは
「ズ！ズ！」と言って欲しがっ
ていましたが、今ではハッ
キリと、「チーズ」と言って
求めてくるようになりまし
た。成長を感じずにはい
られませんでした～！（親バ
カですみません）。

宮崎市の白川美鈴さん

わが子の成長

塩を利かして炊き上げ
たムカゴご飯は、食欲を
そそります。今、庭の木
にツルが巻き付いている
ので、収穫を逃さないよ
うにと思っています。

小林市のＴ・Ｓさん

ムカゴご飯
延岡に引っ越した時、
運動会の時に初めてご近
所さんから頂き、とても
美味しかったです。それ
以来時々作ります♪。

宮崎市のＹ・Ｎさん

栗おはぎ
柿の中でも『太秋柿』
は一番好きです。シャキ
シャキの歯応え、瑞々し
さは他の柿とは違います
ね。秋が楽しみです。

宮崎市のＹ・Ｈさん

太秋柿
小学校の運動会
の頃、両親が必ず
持って来ていました。お
昼にあの甘酸っぱいみか
んを食べるのが楽しみで
した。

宮崎市のＹ・Ｔさん

青切りみかん

秋の夕方、散歩の時、
どこからともなく秋刀魚
を焼く匂いがしてくると、
しみじみと秋を感じます。
私は大根おろしと平兵衛
酢を添えていただきます。

宮崎市のＳ・Ｈさん

秋刀魚

９月は母の誕生日と敬老
の日もあるので、お祝いで
伊勢えび料理を食べます。
その日が近づくとウキウキ
してきます。

日南市のＫ・Ｋさん

伊勢えび
何をおいてもご飯好き
の私にとって、新米が食
べられる秋は待ちに待っ
た季節です。塩おむすび
が一番です。

宮崎市のＴ・Ｔさん

新米焼き芋と芋の天ぷ
らが大好きな私と子
ども３人、楽しみに
しています。

日向市の　　　
新開陽子さん

さつま芋

たいしゅうがき

子どもさんの
奈那ちゃん（２歳）
な  な

（氏名） （組合員No.）
（TEL）

→店舗支援部行
（10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」、「紅葉の思い出・または行ってみた
い紅葉の名所」、「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丸しぼり 豆しぼり 生しぼり

キ リ ト リ セ ン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

◆『　　　　　もめん豆腐』はコープのお店で一番人気の
豆腐です。　生の大豆から搾った豆乳を使用して作るのが
　　　　　製法です。　　　　　に入るのはどれでしょう？

■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。
■7月（No.319）ハロー！コープクイズの答

応募総数872通　正解者数856通
○オリジナル1

2022.9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。

・

・
・

新米

リニューアルイメージ

お問い合わせ先：総務部
　　　　　　　 車でフリーマーケット係
電話 ０９８５－３２－１２３４ （月～金 9:00～17:50）

ホームページがリニューアルします！ホームページがリニューアルします！

スマホで
お申し込み
できます。

伊勢海老の名前の由来は「磯にいるから」「威勢がいいから」
など諸説あります。「海の老」と書いてエビと読むように、腰の
曲がった姿は‘長寿のシンボル’とされ、ゆで汁の
鮮やかな赤は縁起のいいものとしてめでたい席で
は、鯛とともに欠かせないものとして日本文化に溶
け込んだようです。めでたい伊勢海老を旬のこの
時期にどうぞお召し上がりください。

大海原を望みながらの温泉も気持ちよかったです。大海原を望みながらの温泉も気持ちよかったです。

旅行センター
電話  0985－28－0568

営業日：月曜日～日曜日（祝日も営業）
営業時間：9：30～17：50

お問い合わせは

■11/30まで　■１泊２食付　お一人様料金 伊勢海老会席：梅コース

青島 青島サンクマール 入湯税
別 【レストラン食】●チェックイン／15:00　●チェックアウト／10:00

平日

宿泊日により料金が変動します。詳しくはお問い合わせください。

4名1室　　　　　　　  　3名1室　　　　　　　  　2名1室4名1室　　　　　　　  　3名1室　　　　　　　  　2名1室4名1室　　　　　　　  　3名1室　　　　　　　  　2名1室

＊平日　小学生　子供会席：８,４００円
＊平日　幼児（３才以上）　ランチ食：５,１００円
＊添い寝幼児　施設使用料　１,１００円

西都市　Ｈ・Ｋさんのアンケートより

全商品
５％引き

コープBOOK・CD・DVDセンター
電話（0985）28-6611
FAX（0985）28-0033
営業日：月～土 9:00～17:50

パソコン・携帯電話アドレス入力注文
→http://www.miyazaki.coop/seikatu/index.html

全てお取り寄せとなりますので、ご注文から1～3週間後のお届けとなります。

パソコン・スマートフォンQR登録注文はこちらから →

作　　　り　　　方

ツナ缶………………１缶（約80ｇ）
じゃがいも………大１個
万能ネギ……………２本
小麦粉…………大さじ１

マヨネーズ……大さじ１
塩コショウ…………少々
バター…………小さじ２

①じゃがいもはラップで包んでレンジで４分加熱し、熱いうちに皮
をむき、つぶす。

②ネギは小口切りにし、ツナは缶汁を切って、①に加える。小麦
粉・マヨネーズを塩コショウを加えてよく混ぜ合わせる。小判型
にまとめる（６個）。

③フライパンにバターを熱し、両面を焼き色がつくまで焼く。

お好みで、塩コショウ・マヨネーズ・ケチャップで食べる。

ツナポテトのお焼き
材　　　料　〈2人分〉

42 ツナポテトのお焼き

宮崎市
Ｈ・Ｈさん

加
工
食
品

税込価格　1冊780円税込価格　1冊780円
◆コープのお店でご購入できます。◆コープのお店でご購入できます。

宮崎市の組合員さん

お問い合わせ　経営企画室　日髙　 0985－32－1234

　料理がマンネリしてしまう私…。
先日、母から「かんたん料理集」を
もらいました。目からウロコで、
とっても勉強になりました！目次
も分かりやすく、息子と主人に選
んでもらい、お肉料理と魚料理を
作ってみました。デザートにも
チャレンジしたいです。

目からウロコでした！

「ハロー!コープ」や
「にじのわ」で紹介し
た、組合員さんのアイ
ディア料理やカタログ
で紹介し喜ばれてい
る料理、70品を掲載。
利用された組合員さ
んから『よかったよ』
の声をたくさんいただ
いています。

　コープみやざきのホームページは2001年に
スタートし、それから21年が経ちました。今では
スマートフォンなどの普及が大きく進み、共同購
入のインターネット注文も、スマートフォンから
のご利用が多くなって
います。
　そこでコープみやざ
きではスマートフォン
でご利用がしやすくな
るように、ホームペー
ジのリニューアルを進
めています。リニューア
ルは10月頃を予定し
ております。

「老いの福袋」

組合員価格　各1枚 1,493円

老年よ、サイフを抱け。人生100年
時代を生きる人に勇気を与える知
恵とユーモアがつまった一冊です。

「ファンタスティック・ビースト」

組合員価格 1,463円

①魔法使いの旅
②黒い魔法使いの誕生

DVD

出店者募集！
【日時】11月27日（日）
　　 10:00 ～ 14:00
【場所】オーシャンドーム跡地横
　　　　　立体駐車場　2階（宮崎市　シーガイア）
【募集内容および出店料】
　◎2,000円区画　（駐車場2台分）…141区画
　◎3,000円区画（角地　駐車場3台分）…24区画
　☆出店はコープみやざきの組合員さん、1人1区画のみ。
　☆場所の指定はできません。

●お申し込み方法
コープみやざきのホームページからのお申し込みのみとなります。

　※インターネット環境のない組合員さんは、お電話でも受け付けします。
●お申し込み受付期間
　１０月４日（火）お昼12：00　～　１０月６日（木）17：00
　お申し込み者多数の場合は、抽選となります。抽選に漏れた場合の「キャン
セル待ち」の順番も抽選とさせていただきます。（先着順ではありません）
●お申し込み者には後日、抽選結果及び当日案内を郵送いたします。
　※新型コロナウィルス感染拡大の状況により中止する場合もあります。


