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店長：山下 民樹
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　こんにちは。今年の９月から水産部
門で研修をさせていただいています、
前田満男（まえだみつお）です。この顔
に見覚えのある方もいらっしゃるかも
しれませんが、８月までは共同購入の
地域責任者として７年間、都城・三股
地区を配達していました。今年の５月
に交通事故に遭い、トラックの運転が

困難になってしまいました。
　これからはお店の職員として、一人でも多くの組合
員さんの顔と名前を覚えて、気軽にお話できるように
取り組んでいきたいと思います。水産
職員として一人前に魚をさばけるよう
に日々勉強中です。どうぞよろしくお
ねがいいたします。

よろしくお願いいたします

まえだ　　 みつお
水産部門

前田　満男さん

都北店QRコード

・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。

〇浜町店・花繰店・小林店では月に一回、相談日を設定しています。
〇その他の地域についても、個別で訪問、相談させていただきます。

コープみやざき出資保険代理店
有限会社　プラスサービス
電話　0985-38-8668
FAX　0985-29-1080

プラスサービスの職員は、全員コープみやざきからの出向です。

携帯・スマートフォンでも
ご依頼いただけます。
左記の二次元コードを読
み込ませ、必要事項を入力
のうえご返信ください。

（延岡市の組合員さんより）

自動車保険専門の職員が自動車保険について何でもお答えします。

2022年度自動車補償相談日のご案内
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お祝いに！お歳暮に！お返しに！
ちょっとした心遣いに！

通常の商品券 「祝」商品券

◇コープの商品券は、サービスカウンターでお求め
ください。贈答用の封筒（無料）や箱（有料）もご用
意できます。
◇どちらの商品券も、コープみやざき県内１６店舗
のお店と、共同購入の支払いにもご利用できます。
◇詳しくは、各店のサービスカウンターでお尋ねください。

お祝 に お歳暮に お に

ださい

（無料の花柄封筒→）（無料の花柄封筒→）（無料の花柄封筒→）
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※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。

12月のカレンダー

1126土 27 28月・ ・日

都北店お楽しみ市

保障相談日

保障相談日
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（らいふのぱん）
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パン
（らいふのぱん）

地場産品
（椎葉商事）
地場産品
（椎葉商事）

たこ焼き
（大入橘）
たこ焼き
（大入橘）

営業時間 10:00～20:00
TEL0986-38-6000
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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

〒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 https://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 11月号 No.323

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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おたより・前号から わが家の鍋の具材で欠かせないもの
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松、銀竹、オリエンタルユリ、葉牡丹、
千両、菊、カーネーション等でアレンジ
いたします。

お申し込み・お問い合わせ
生活サービスセンター　電話 0985-29-5800（月曜～土曜　9:00～17:50）
または、各店舗のサービスカウンターまで。

●受付期間：12月17日（土）まで
●価格：3,600円（税込）と4,600円（税込）
　がございます。

●受付期間：12月17日（土）まで
●価格：3,600円（税込）と4,600円（税込）
　がございます。

● 延陵自動車学校（延岡市松山町）
● 高鍋自動車学校（高鍋町持田）
● 宮崎ドライビングスクール（宮崎市本郷北方）
● 都城ドライビングスクール（都城市高城町）
● えびの高原ドライビングスクール（えびの市大明司）

提携学校は県内に５校

教習中

学生さんが生協を通して入校すると、自動車学校によっては、
組合員価格の設定や生協からの特典があります。また、入校
基本料金が利用割戻しの対象となります。

※追加料金が必要です。定員制となりますので、お早めに
お申し込みください。

優先的に技術教習を受けること
ができるので、短時間での修了が
可能です。

《お申し込み･お問い合わせ》

（月曜～土曜 9:00～17:50）

カーライフ支援センター
電話（0985）

出資金とは
・生協の事業経営の“もとで”です。組合員１人当たりの１か月
の利用高程度である２万円以上を目標に増資をお願いして
います(上限50万円)。
・２万円を超える部分については減資ができます。
・剰余が出た場合は、出資配当があります。

電話（0985）

お問い合わせ先　経理部

（月曜～金曜 9:00～17:50）

12月28日・29日・30日の
いずれかのご指定日に

お届けします

12月28日・29日・30日の
いずれかのご指定日に

お届けします

12月28日・29日・30日の
いずれかのご指定日に

お届けします
※別途送料が必要です。
※お届け時間は指定できません。

※写真は
　3,600円の
　アレンジです。

花器は写真と
異なる場合が
あります。

冬休みから春休みにかけては、
就職・進学を控えた学生さんの
免許取得で大変混み合います！

冬休みから春休みにかけては、
就職・進学を控えた学生さんの
免許取得で大変混み合います！

冬休みから春休みにかけては、
就職・進学を控えた学生さんの
免許取得で大変混み合います！

冬休みから春休みにかけては、
就職・進学を控えた学生さんの
免許取得で大変混み合います！

年末は買い物などで何かと忙しいので
すが、息子夫婦から届くお花は、おか
げでお正月の準備に大助かりです。

（お花を受け取られたお母様より）

９月に８４歳になりました。
１週間くらい前に、「誕生日が
近づきましたね」とレジで声を
かけていただきました。誕生日
には日用品を一年分くらい買
い、娘に自宅まで送ってもらい
ました。コープのお店ができた
のは、私が浜町に自宅を建て
た頃です。ずっとコープさんに
お世話になっております。

延岡市のＭ・Ｋさん

これまでもこれからもずっと
　「わりした」は、わが家の冬に欠
かせない商品のひとつです。ごぼ
うの千切りや大根、人参、鶏肉、
たくさんの具材を入れて、コトコト
煮込むだけで体が温まります。私
はさつま揚げを入れるのが好きで、
子どもたちもこれだと、野菜をた
くさん食べてくれます。これから
寒くなるので、「わりした」をストッ
クしておきます。

宮崎市のＹ・Ｓさん

この冬もストック
鍋の季節ですね。今までは
鍋の素を使って作っていまし
たが、紙面の「家庭でできる
簡単鍋つゆ」にヒントを得て、
これからは材料さえあれば、
白だし、わりしたですぐにで
きることに嬉し
くなりました。
大いに利用した
いです。

宮崎市のＫ・Ｏさん

簡単鍋つゆ

混み合う時期は
スピードコースがお勧め！

法華岳法華岳

わが家の鍋の
具材で必須な物
と言えば、コー
プの『薫の詩ウインナー』で
す。食感がとても良く、全
然飽きないです。そして鍋
のつゆは、鴨鍋用わりした
が一番です。
延岡市のＳ・Ｕさん（４０代）

ウインナー
私の母の鍋は
醤油ベース味で、
具材は定番の物。
特別な物はありませんが、
仕上げの時に生姜のすりお
ろしを入れます。これで、
より体が温まるのだと思っ
ています。
宮崎市のＹ・Ｍさん（３０代）

生姜のすりおろし

鍋にはコープのみつせ鶏
だんごが欠かせません。他
のよりいいだしが出ます。
煮ると柔らかくて美味しい
です。どんな鍋にも合いま
す。いつも冷凍庫にスタン
バイしています。
高鍋町のＡ・Ｓさん（６０代）

みつせ鶏だんご
わが家で人気
の鍋具材はレタ
ス！シャキシャキ感が残って
いて、キャベツや白菜より
大人気です。
宮崎市のＫ・Ｓさん（６０代）

レ　タ　ス

冬になると、手作り青柚
子胡椒と、赤唐辛子の柚子
胡椒を作ります。水炊きや
しゃぶしゃぶの時、たっぷ
りの大根おろしに柚子胡椒
を混ぜて食べます。
日南市の組合員さん（６０代）

柚子胡椒

わが家では鍋の〆には餃
子が定番です。それでもま
だ食べ足りないなぁと思っ
たら、ご飯とニラと卵と、
山芋をすりおろして、雑炊
にします。
延岡市のＴ・Ｍさん（６０代）

〆に餃子

鍋には油揚げ
を必ず入れま
す。美味しいお
出しを吸って、とても美味
しいです。
延岡市のＹ・Ｉさん（４０代）

油　揚　げ

８歳の息子は
平兵衛酢が大好
き！買って来た
平兵衛酢を自分でカットし
てストックするくらい平兵
衛酢愛があふれています。
なので今年の鍋は、平兵衛
酢がお供になること間違い
なしです。
宮崎市のＭ・Ｓさん（３０代）

平兵衛酢

　夫が国富に転勤になり、
春に初めて法華岳公園に
行きました。新緑が美しか
ったです。紅葉する木も多
そうだったので、ぜひ紅葉
も見に訪れたいと思いま
した。高台なので、眺めも
楽しみたいです。
宮崎市のＫ・Ｋさん（５０代）

夫が国富に転勤になり、
春に初めて法華岳公園に
行きました。新緑が美しか
ったです。紅葉する木も多
そうだったので、ぜひ紅葉
も見に訪れたいと思いま
した。高台なので、眺めも
楽しみたいです。
宮崎市のＫ・Ｋさん（５０代）

大分県の牧ノ戸峠登山口
から星生山を目指すルート
は、周りのすべての山々が
見事な紅葉に彩られ、「素
晴らしい！」のひと言。たく
さんの見所があり、山全
体が紅葉のパッチワーク
で、自然がこんなに美しい
ものかと秋を心ゆくまで楽
しみました。
都城市のＫ・Ｈさん（７０代）

一度は行ってみたい紅葉の
スポットは、黒部ダムです。
いつもこのシーズンになると
テレビでよく見かけますが、
とても素敵な景色で、いつか
行ってみたいな～と思います。

延岡市のＩ・Ｙさん（５０代）

思い出の紅葉の名所は、１０
年ほど前に行った日光「いろは
坂の紅葉」で、素晴らしかった
です。中禅寺湖の遊覧船に乗
って観る紅葉も綺麗でした。
延岡市の組合員さん（５０代）

　私が幼い頃は、紅葉の季節になると
えびの高原へ毎年行っていました。母が
おにぎりを作ってくれて、家族で食べる
お弁当が美味しかったことを思い出しま
す。山の中から父が「あけび」を見つけ
てきて、取って食べたりしていました。

宮崎市の志多裕美さん

私が幼い頃は、紅葉の季節になると
えびの高原へ毎年行っていました。母が
おにぎりを作ってくれて、家族で食べる
お弁当が美味しかったことを思い出しま
す。山の中から父が「あけび」を見つけ
てきて、取って食べたりしていました。

宮崎市の志多裕美さん

軽　井　沢軽　井　沢
ずい分前になりますが、１１月に軽
井沢に行った時、紅葉の美しさに思
わず車を降りて写真を撮りました。
気温が低いので宮崎とは色が違うな
と思いました。

国富町のＹ・Ｙさん（７０代）

京　　都京　　都
　ずばり京都の紅葉です。
４０年以上前、私は名古
屋から友人は都城から京
都へ。ガイドブック片手に
散策し、二人で大はしゃぎ。宿坊体験も
しました。今では二人とも還暦を過ぎた
おばあちゃんです。

都城市のＨ・Nさん（６０代）

黒部ダム（富山県）黒部ダム（富山県）
くろべくろべ

牧ノ戸峠・星生山牧ノ戸峠・星生山
まきのととうげまきのととうげ ほっしょうざんほっしょうざん

えびの高原えびの高原

日光・中禅寺湖日光・中禅寺湖
ちゅうぜんじこちゅうぜんじこ

（氏名） （組合員No.）
（TEL）

→店舗支援部行
（12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」、「職員の対応で嬉しかったことを教
えてください。良かったことは、さらに生かしていきます」、
「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 ウイ松の木 柿の木 柚の木

キ リ ト リ セ ン

キ
リ
ト
リ
セ
ン

◆今回、紙面で紹介している　　　　茶屋の『榎原うどん』は、なか
なかお店まで行けない方にも、お家で地元のうどんを楽しんで
いただければと思います。　　　　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、共同購入をされている方は、受取場名を記入
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。（https://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300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。
■9月（No.321）ハロー！コープクイズの答

応募総数884通　正解者数859通
○生しぼりＣ

2022.11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。

・

・

（受取場名）

思い出の紅葉・
行ってみたい所
思い出の紅葉・
行ってみたい所

◆出資減資申込書は、店舗のサービスカウンター
で常備しています。返金は｢登録口座への振り込
み｣｢指定口座への振り込み｣｢くらしの積立へ振
り替え｣から選択することができます。

※来年(2023年)1月～12月に申請された場合の返金は、
2024年3月になります。

※自由脱退とは組合員さんのご都合による脱退のことです。
※県外転居や本人死亡による脱退（法定脱退）は、年度末
を待たず、商品代金支払い完了後の翌週木曜日返金と
なります。

減資するには

〈出資金についてのお知らせ〉


