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今夜はぐっすり
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02～06
特集早起き＆朝食で

健やかな眠りを！

適度な温度で快眠を！

ぐっすり
今夜は

　人は、朝、目覚めて光を浴びてから、14時間～
16時間で眠くなる体内時計を持っています。つ
まり、起床した時刻に応じて、夜眠くなる時間が
決まるのです。寝つきのよい上質な睡眠をとるに
は早起きがおすすめ。朝食をしっかり食べて元気
に一日を過ごすと、よい睡眠につながります。

　人の体温は、夜眠りにつく前に下がります。熱めのお風
呂が好みの人は、寝る2時間くらい前の入浴が理想的。ま
た、睡眠中の布団の中の温度は、夏冬問わず33度程度、
湿度は50％～60％程度が最適。蒸し暑くなる季節の寝
具は、吸水性や通気性に優れたものを選ぶと、心地よく眠
りにつけるでしょう。快眠グッズなどをうまく取り入れる
のもいいですね。

ひ
つ
じ
が
い
っ
ぴ
き

ひつ
じ
が
に
ひ
き...

 「きょうどう」とは…組合員の“協同”の力でくらしを拓
ひら

く変わらない生協の理念を表しています 

コープこうべへの
ご意見・お問い合わせは 携帯・IP電話からは☎06-7636-2000（有料）（年中無休、火～金8時半～19時半、土～月8時半～18時）

「くらしの情報センター」 0120-44-3100

「いいね！」してね
ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ/ｃｏｏｐｋｏｂｅ

※コープこうべは組合員の出資金で運
営しています。ご加入のうえご利用く
ださい
※本紙の募集記事などに寄せられた
個人情報は、それぞれの目的のみに
使用させていただきます
※本紙の表示価格は、消費税込みの総
額を記載しています

コープこうべ 公式ホームページ コープこうべ

マイバッグ持参率（5月度）� 87.1％

コープこうべの現況（5月末現在）
組合員数� 	 168万1744人
出資金� 	 372億9344万円
1人当たりの出資額� 	 2万2175円
宅配訪問軒数� 	 47万4131軒
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巻頭特集

02～06
特集早起き＆朝食で

健やかな眠りを！

適度な温度で快眠を！

ぐっすり
毎日の睡眠を心地よく

今夜は

ぐっすり心地のよい睡眠は、体の疲れをとり、
免疫力を高めてくれます。起きている時間
を快適に過ごすためにも、寝ている時間を
大切にしたいですね。適度で質のよい「快大切にしたいですね。適度で質のよい「快
眠」に変えるために、自分スタイルでちょっ
と工夫してみませんか？と工夫してみませんか？

　人は、朝、目覚めて光を浴びてから、14時間～
16時間で眠くなる体内時計を持っています。つ
まり、起床した時刻に応じて、夜眠くなる時間が
決まるのです。寝つきのよい上質な睡眠をとるに
は早起きがおすすめ。朝食をしっかり食べて元気
に一日を過ごすと、よい睡眠につながります。

　人の体温は、夜眠りにつく前に下がります。熱めのお風
呂が好みの人は、寝る2時間くらい前の入浴が理想的。ま
た、睡眠中の布団の中の温度は、夏冬問わず33度程度、
湿度は50％～60％程度が最適。蒸し暑くなる季節の寝
具は、吸水性や通気性に優れたものを選ぶと、心地よく眠
りにつけるでしょう。快眠グッズなどをうまく取り入れる
のもいいですね。

ひ
つ
じ
が
い
っ
ぴ
き

ひつ
じ
が
に
ひ
き...
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香りで
リラックス

AROMA

就寝前の1分～2分間、アロマのマッ
サージオイルで、ふくらはぎを下から
上へほぐしましょう。血流がよくなり、
疲れがとれやすくなります。マッサー
ジオイルは、ホホバオイルなどのベ
ースオイル20mlにラベンダーの精
油2、3滴が目安。

セルフケアで
上質な眠り

眠りの空間には
ラベンダーや
オレンジ・スイートを

D R I N K

暑い夜は、冷たいローズヒップティー
を。ポットにスプーン2杯のドライロ
ーズヒップと水300mlを入れて冷蔵
庫へ。3時間～5時間じっくり抽出し
ます。はちみつを加えてもおいしい
ですよ。

牛乳200mlをミルクパンで温め、沸
騰前に火を止めて、ドライカモミー
ル（カモミールの花を乾燥させたも
の）を軽くひとつまみ入れます。ふた
をして3分ほど蒸らし、カモミールを
取り除きます。

ぐっすりの新習慣 ぐっすりの新習慣

植物由来の成分が、心と身体を
解きほぐすアロマテラピーは、ス
トレスのケアに効果的。やさしい
香りに癒やされて、心地よく眠り
ましょう。

寝室に漂わせるなら、心安らぐ甘い
香りがおすすめ。専用のランプなど
がなければ、ハンドタオルにアロマオ
イルを2、3滴垂らして。オイルは100
％天然の精油を使いましょう。

アロマ
飲み物

01

温

冷

03｜KYODO_JUL .2016 �



AROMA

就寝前の1分～2分間、アロマのマッ
サージオイルで、ふくらはぎを下から
上へほぐしましょう。血流がよくなり、
疲れがとれやすくなります。マッサー
ジオイルは、ホホバオイルなどのベ
ースオイル20mlにラベンダーの精
油2、3滴が目安。

ほぅっと1杯

D R I N K

暑い夜は、冷たいローズヒップティー
を。ポットにスプーン2杯のドライロ
ーズヒップと水300mlを入れて冷蔵
庫へ。3時間～5時間じっくり抽出し
ます。はちみつを加えてもおいしい
ですよ。

牛乳200mlをミルクパンで温め、沸
騰前に火を止めて、ドライカモミー
ル（カモミールの花を乾燥させたも
の）を軽くひとつまみ入れます。ふた
をして3分ほど蒸らし、カモミールを
取り除きます。

後味すっきり
ローズヒップティー

　癒やされてゆったり
カモミール・ミルク

ぐっすりの新習慣 ぐっすりの新習慣

人は寝付く時にすっと深部体温
が下がります。眠る前は、夏でも
温かい物を飲んで、一時的に体
温を上げるのがおすすめ。また、
汗をたっぷりかきそうな夜は、さ
わやかな飲み物でしっかり水分
補給をしましょう。

寝室に漂わせるなら、心安らぐ甘い
香りがおすすめ。専用のランプなど
がなければ、ハンドタオルにアロマオ
イルを2、3滴垂らして。オイルは100
％天然の精油を使いましょう。

アロマ
飲み物
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　癒やされてゆったり温

冷
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INTER IOR

くつろぎの
部屋づくり

03
ぐっすり眠ってすっきり目覚めるに
は、お部屋の空間づくりも大切。特
に光の環境は、眠りの質に大きく影
響します。健康的な眠りのために、照
明や窓周りを工夫してみましょう。

寝室は、ほのかに周囲が見える月明か
り程度の明るさが、安心感が得られ、安
全面でもよいと言われています。また、
人は眠っていてもまぶたの上から光を
感じると目覚めの準備を始めます。さ
わやかに目覚めるためにも窓辺に朝日
を取り込みましょう。

眠る前のひとときを、ほの暗い空間で
過ごすと、寝つきがよくなり、深い眠り
につながります。就寝時間が近づいた
ら、オレンジ色の暖色系の明かりの中
でゆっくり過ごしましょう。

夜は月明かり
目覚めには朝日を

間接照明で
安らぎの空間

インテリア

ぐっすりの新習慣

幼少期、母の肌の冷たい箇

所を探して寝ていたことを思

い出し…。今は寝具もいい素

材がたくさん。新しいものに

買い替えよう！
（小澤 薫）

昼はオン、夜はオフ。よい眠

りには、この切り替えが大切

みたい。マイスイッチを上手

く操作して、さわやかに朝を

迎えたいですね。
（野上 明子）

組合員ライターの

ひとこと

吸湿性、発散性に優れじめじめした
暑い日も心地よい眠りに。シャリ感
と張りがあり、使い込むほどにしな
やかな風合いが出るのが魅力。

体の熱を拡散してくれる素材で、肌
に触れるとひんやり気持ちのよい敷
パッド。さまざまな種類があります。

寝具
売り場 コープリビング甲南

寝具にこだわって

寝
苦しい

夏の夜は

吸湿性、通気性に優れ、汗かきの方
におすすめ。優しい肌触りのパイル
地やサラッとした感触のガーゼ地な
ど、種類も豊富。

豊富な品ぞろえが自慢！
店舗をリニューアルし、カート
での買い物が便利になった
と喜ばれています。敷パッド
もたくさんそろえていますの
で、お気軽にお立ち寄りくだ
さい。
コープリビング甲南
辻岡 富喜子さん

神戸市東灘区甲南町2-1-20
☎078-412-2001
9時～19時
（土・日・祝は9時～20時）
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INTER IOR

寝室は、ほのかに周囲が見える月明か
り程度の明るさが、安心感が得られ、安
全面でもよいと言われています。また、
人は眠っていてもまぶたの上から光を
感じると目覚めの準備を始めます。さ
わやかに目覚めるためにも窓辺に朝日
を取り込みましょう。

眠る前のひとときを、ほの暗い空間で
過ごすと、寝つきがよくなり、深い眠り
につながります。就寝時間が近づいた
ら、オレンジ色の暖色系の明かりの中
でゆっくり過ごしましょう。

インテリア

ぐっすりの新習慣

幼少期、母の肌の冷たい箇

所を探して寝ていたことを思

い出し…。今は寝具もいい素

材がたくさん。新しいものに

買い替えよう！
（小澤 薫）

昼はオン、夜はオフ。よい眠

りには、この切り替えが大切

みたい。マイスイッチを上手

く操作して、さわやかに朝を

迎えたいですね。
（野上 明子）

組合員ライターの

ひとこと

吸湿性、発散性に優れじめじめした
暑い日も心地よい眠りに。シャリ感
と張りがあり、使い込むほどにしな
やかな風合いが出るのが魅力。

“さらり快適”

体の熱を拡散してくれる素材で、肌
に触れるとひんやり気持ちのよい敷
パッド。さまざまな種類があります。

“体にヒヤリ”

寝苦しい夏、寝具を
新しいものにしてはいかが？

今は着脱しやすい敷パッドが主流。
爽やかな寝心地は

健やかな眠りを誘ってくれますよ。

寝具
売り場 コープリビング甲南

寝具にこだわって

寝
苦しい

夏の夜は

京都生まれ。お客様の快適な
眠りをサポートするため、日々
奔走している熱血営業マン。

（株）京都西川 営業担当
宮本 健吉さん

吸湿性、通気性に優れ、汗かきの方
におすすめ。優しい肌触りのパイル
地やサラッとした感触のガーゼ地な
ど、種類も豊富。

“肌にふんわり”

豊富な品ぞろえが自慢！
店舗をリニューアルし、カート
での買い物が便利になった
と喜ばれています。敷パッド
もたくさんそろえていますの
で、お気軽にお立ち寄りくだ
さい。
コープリビング甲南
辻岡 富喜子さん

神戸市東灘区甲南町2-1-20
☎078-412-2001
9時～19時
（土・日・祝は9時～20時）
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　生協が行った1年間の事業、活動内
容を報告し、新年度の目標や計画・
予算などを決める「通常総代会」。取
り組みが組合員の意思に沿ったもの
だったか、また今後の計画がくらしや
地域社会に貢献するものかを判断・
議決する、大切な会議です。
　議長選出の後、山口一史理事長に
よる主催者あいさつ、井戸敏三兵庫
県知事、久元喜造神戸市長による祝
辞と続き、本田英一組合長理事によ
る議案提案へと進みます。
　第1号議案は、2015年度の事業報
告。多くの組合員のご利用により、供
給高、当期剰余金ともに計画を上回
ったことを報告。さらに、くらしの課
題解決に向けた活動として、「商品を

　年に一度、全地区の総代が一堂に
会する意思決定の場、第96期通常総
代会が6月15日、神戸ポートピアホテ
ル（神戸市中央区）で開かれました。
今年は、総代916人が出席（書面議
決、委任状を含む）。2015年度事業
報告、2016年度事業計画と収支予
算など、4議案がすべて可決・承認さ
れました。

　生協が行った1年間の事業、活動内
容を報告し、新年度の目標や計画・
予算などを決める「通常総代会」。取

総代って？

総代は、組合員の
意思を反映し、生協の

民主的な運営を進めていくた
めに、組合員の数に比例して
選出される組合員の代表。

生協の最高議決機関である
総代会に出席して、事業計画

などの重要事項について
議決を行うほか、

地区別総代会議や
総代懇談会にも出席して、

生協の政策決定に
関わります。

損益計算書要旨 自2015年4月1日　至2016年3月31日 （単位：百万円）

（2016年3月31日現在） (単位:百万円)

2015年度剰余金処分計算書

貸借対照表要旨

（単位 : 円）

項　目 金　額

当期未処分剰余金
剰余金処分額
出資配当金（年0.20％）
次期繰越剰余金

8,312,981,520
74,809,358

　
 8,238,172,162

科　目 金　額

供給高
供給原価
供給剰余金

240,109
177,572
62,536

文化事業収入
利用事業原価
文化剰余金

1,222
649
573

協同学苑収入
利用事業原価
協同学苑剰余金

208
99
109

福祉事業収入
福祉事業費用
福祉損失金

862
868
△6

その他事業収入
共済受託収入
賃貸収入
受取手数料等

6,708
3,353
1,488
1,866

科　目 金　額

特別利益
特別損失

77
912

事業外収益
事業外費用

770
103

経常剰余金 3,505

事業剰余金 2,839

事業経費 67,082

事業総剰余金 69,921

税引前当期剰余金
法人税等
法人税等調整額
当期剰余金
当期首繰越剰余金
当期未処分剰余金

2,670
546

△1,787
3,911
4,401

　8,312

詳しくは、
ホームページで
紹介しています

総代 会レポート

「
第
96
期 

通
常
総
代
会
」開
催

1年をともに振り返り、
新年度へ意欲

2015年度 決算の概要

通したくらしの見直し」「持続可能な
社会づくり」「社会的課題解決に向け
た新たな取り組み」の各テーマで取り
組んだ事例があげられました。最後
に決算の概要（右枠参照）が報告さ
れました。
　続いて2016年度の事業計画をま
とめた第2号議案。予算の枠組みと、
事業計画（17～18ページ参照）が提
案されました。
　さらに第3号議案の監事選任、第4
号議案の役員報酬決定の件が提案さ
れ、全議案が賛成多数で可決・承認
されました。
　質疑応答では、電子マネーや食品
ロス、生協ファンづくりについての意
見や、子どもが希望を持てる社会へ

の生協の関わり方の提言も。担当の
理事・執行役員からそれぞれ回答が
あり、現在の取り組みや今後の方向
性が示されました。
　

通したくらしの見直し」「持続可能な

コープこうべ経営情報 検 索検 索

科　目 金　額

(資産の部) 
流動資産

固定資産
有形固定資産
無形固定資産
その他固定資産

資産合計

38,392

91,009
71,073
2,112
17,823

129,402

科　目 金　額

(負債の部)
流動負債
固定負債
負債合計
(純資産の部)
組合員資本　　
出資金
剰余金
(うち当期剰余金)
評価・換算差額等
純資産合計
負債・純資産合計

42,032
3,205
45,237

84,081
37,763
46,318
(3,911)

82
84,164
129,402

組合員の力で
新しい「協働」のしくみを

理事長　山口 一史
　日本は、人口減少によって大きく
社会基盤が変わりつつあります。高
齢化が進み、若い労働力が不足す
るなか、多くの産業でこれまでとは
違うしくみを作っていかなければな
りません。
　私たち生協も組合員と生協職員
が協力して働く新しい形の「協働」
の可能性を設計してみましょう。有
償ボランティアとしての協働が地域
に根付いていけば、地域に新しい経
済循環も生まれます。そしてコミュ
ニティの核になるかもしれません。
協働のしくみで社会の将来像をプ
ラスの姿で描いていきましょう。

発言する総代の加藤朝世さん
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　生協が行った1年間の事業、活動内
容を報告し、新年度の目標や計画・
予算などを決める「通常総代会」。取
り組みが組合員の意思に沿ったもの
だったか、また今後の計画がくらしや
地域社会に貢献するものかを判断・
議決する、大切な会議です。
　議長選出の後、山口一史理事長に
よる主催者あいさつ、井戸敏三兵庫
県知事、久元喜造神戸市長による祝
辞と続き、本田英一組合長理事によ
る議案提案へと進みます。
　第1号議案は、2015年度の事業報
告。多くの組合員のご利用により、供
給高、当期剰余金ともに計画を上回
ったことを報告。さらに、くらしの課
題解決に向けた活動として、「商品を

　年に一度、全地区の総代が一堂に
会する意思決定の場、第96期通常総
代会が6月15日、神戸ポートピアホテ
ル（神戸市中央区）で開かれました。
今年は、総代916人が出席（書面議
決、委任状を含む）。2015年度事業
報告、2016年度事業計画と収支予
算など、4議案がすべて可決・承認さ
れました。

総代って？

総代は、組合員の
意思を反映し、生協の

民主的な運営を進めていくた
めに、組合員の数に比例して
選出される組合員の代表。

生協の最高議決機関である
総代会に出席して、事業計画

などの重要事項について
議決を行うほか、

地区別総代会議や
総代懇談会にも出席して、

生協の政策決定に
関わります。

損益計算書要旨 自2015年4月1日　至2016年3月31日 （単位：百万円）

（2016年3月31日現在） (単位:百万円)

2015年度剰余金処分計算書

貸借対照表要旨

（単位 : 円）

項　目 金　額

当期未処分剰余金
剰余金処分額
出資配当金（年0.20％）
次期繰越剰余金

8,312,981,520
74,809,358

　
 8,238,172,162

科　目 金　額

供給高
供給原価
供給剰余金

240,109
177,572
62,536

文化事業収入
利用事業原価
文化剰余金

1,222
649
573

協同学苑収入
利用事業原価
協同学苑剰余金

208
99
109

福祉事業収入
福祉事業費用
福祉損失金

862
868
△6

その他事業収入
共済受託収入
賃貸収入
受取手数料等

6,708
3,353
1,488
1,866

科　目 金　額

特別利益
特別損失

77
912

事業外収益
事業外費用

770
103

経常剰余金 3,505

事業剰余金 2,839

事業経費 67,082

事業総剰余金 69,921

税引前当期剰余金
法人税等
法人税等調整額
当期剰余金
当期首繰越剰余金
当期未処分剰余金

2,670
546

△1,787
3,911
4,401

　8,312

詳しくは、
ホームページで
紹介しています

総代 会レポート

「
第
96
期 

通
常
総
代
会
」開
催

1年をともに振り返り、
新年度へ意欲

2015年度 決算の概要

通したくらしの見直し」「持続可能な
社会づくり」「社会的課題解決に向け
た新たな取り組み」の各テーマで取り
組んだ事例があげられました。最後
に決算の概要（右枠参照）が報告さ
れました。
　続いて2016年度の事業計画をま
とめた第2号議案。予算の枠組みと、
事業計画（17～18ページ参照）が提
案されました。
　さらに第3号議案の監事選任、第4
号議案の役員報酬決定の件が提案さ
れ、全議案が賛成多数で可決・承認
されました。
　質疑応答では、電子マネーや食品
ロス、生協ファンづくりについての意
見や、子どもが希望を持てる社会へ

の生協の関わり方の提言も。担当の
理事・執行役員からそれぞれ回答が
あり、現在の取り組みや今後の方向
性が示されました。
　

コープこうべ経営情報 検 索検 索

科　目 金　額

(資産の部) 
流動資産

固定資産
有形固定資産
無形固定資産
その他固定資産

資産合計

38,392

91,009
71,073
2,112
17,823

129,402

科　目 金　額

(負債の部)
流動負債
固定負債
負債合計
(純資産の部)
組合員資本　　
出資金
剰余金
(うち当期剰余金)
評価・換算差額等
純資産合計
負債・純資産合計

42,032
3,205
45,237

84,081
37,763
46,318
(3,911)

82
84,164
129,402

組合員の力で
新しい「協働」のしくみを

理事長　山口 一史
　日本は、人口減少によって大きく
社会基盤が変わりつつあります。高
齢化が進み、若い労働力が不足す
るなか、多くの産業でこれまでとは
違うしくみを作っていかなければな
りません。
　私たち生協も組合員と生協職員
が協力して働く新しい形の「協働」
の可能性を設計してみましょう。有
償ボランティアとしての協働が地域
に根付いていけば、地域に新しい経
済循環も生まれます。そしてコミュ
ニティの核になるかもしれません。
協働のしくみで社会の将来像をプ
ラスの姿で描いていきましょう。

発言する総代の加藤朝世さん
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理事・執行役員一覧

監事一覧

山口　一史　理事長
本田　英一　組合長理事
木田　克也　専務理事
山添　令子　常務理事
山口　健治　常務理事
榎本　裕一　常勤理事
岩山　利久　常勤理事
山口　政紀　理事
野村　公平　理事
木下　洋子　理事
津田　直則　理事
年清　彰雄　理事
牧里　毎治　理事

橋野　洋　　執行役員
竹中　久人　執行役員
本木　時久　執行役員
石川　勝也　執行役員

中川　寿子　執行役員
多村　孝子　執行役員
森安　清　　執行役員

大村佐一郎
酒居　民雄
神田　榮治
深澤　雅義

牧　美喜男
正木　靖子
大木　恭子

北垣　一成　理事
大谷　敦子　理事
新保　雅子　理事
岡本　孝子　理事
伴　　智代　理事
矢田部佳子　理事
中西志津子　理事
上田久美子　理事
成宮　順子　理事
竹内　由美　理事
中田　裕子　理事
大内　恵子　理事

《理事》

《執行役員》

また通常総代会終了後の第1回監事会で、深澤雅義
監事が常勤監事に就任しました。

第96期通常総代会で監事改選が行われ、
7人が選出されました。

社会やくらしの
課題解決に向け、事業と
活動を一体化させた
事業戦略づくりを
進めます。

行政、諸団体との
連携をいっそう強め、

持続可能な
地域づくりを
めざします。

次代コープこうべづくりに
向け、生協運動を力強く
推進する活力ある

組織づくり、人づくりを
進めます。

2015年度の出資配当のお知らせ
第96期通常総代会で2015年度の出資配当率が次
の通り決まりました。

■出資配当率････････年0.20％
出資配当は、出資金へ繰り入れさせていただきまし
た。出資金の年間履歴を記載した「出資金のお知ら
せ」を6月22日から順次、お届けしています。ご確認
ください。

2016年度事業計画

「未来づくり、 組合員 の力で」
～ たすけあいの輪が広がる地域づくりをめざします ～

地域住民の誰もが
自由に立ち寄れる
つどい場づくりを
進めます。

少量商品や惣菜、
即食・簡便商品など
店舗の品揃えを強化します。

子育てに必要な情報を発信
する「コーピーくらぶ」を
立ち上げ、組合員同士の
ネットワークづくりを
サポートします。

コープ商品の魅力を伝える取り組みや
食育の提案を、より多くの組合員と
一緒に進めます。

サービス付き
高齢者向け住宅
「は～とらんど
ハイム本山」を
開設します。

持続可能な社会の実現に向け、
組合員への電力小売事業に向けた
検討を進めます。

総代 会レポート

2016年度
たとえば

こんなこと
を

進めます
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理事・執行役員一覧

監事一覧

山口　一史　理事長
本田　英一　組合長理事
木田　克也　専務理事
山添　令子　常務理事
山口　健治　常務理事
榎本　裕一　常勤理事
岩山　利久　常勤理事
山口　政紀　理事
野村　公平　理事
木下　洋子　理事
津田　直則　理事
年清　彰雄　理事
牧里　毎治　理事

橋野　洋　　執行役員
竹中　久人　執行役員
本木　時久　執行役員
石川　勝也　執行役員

中川　寿子　執行役員
多村　孝子　執行役員
森安　清　　執行役員

大村佐一郎
酒居　民雄
神田　榮治
深澤　雅義

牧　美喜男
正木　靖子
大木　恭子

北垣　一成　理事
大谷　敦子　理事
新保　雅子　理事
岡本　孝子　理事
伴　　智代　理事
矢田部佳子　理事
中西志津子　理事
上田久美子　理事
成宮　順子　理事
竹内　由美　理事
中田　裕子　理事
大内　恵子　理事

《理事》

《執行役員》

また通常総代会終了後の第1回監事会で、深澤雅義
監事が常勤監事に就任しました。

第96期通常総代会で監事改選が行われ、
7人が選出されました。

社会やくらしの
課題解決に向け、事業と
活動を一体化させた
事業戦略づくりを
進めます。

行政、諸団体との
連携をいっそう強め、

持続可能な
地域づくりを
めざします。

次代コープこうべづくりに
向け、生協運動を力強く
推進する活力ある

組織づくり、人づくりを
進めます。

2015年度の出資配当のお知らせ
第96期通常総代会で2015年度の出資配当率が次
の通り決まりました。

■出資配当率････････年0.20％
出資配当は、出資金へ繰り入れさせていただきまし
た。出資金の年間履歴を記載した「出資金のお知ら
せ」を6月22日から順次、お届けしています。ご確認
ください。

2016年度事業計画

「未来づくり、 組合員 の力で」
～ たすけあいの輪が広がる地域づくりをめざします ～

大村佐一郎
酒居　民雄
神田　榮治
深澤　雅義
また通常総代会終了後の第1回監事会で、深澤雅義
監事が常勤監事に就任しました。

7人が選出されました。

2015年度

地域住民の誰もが
自由に立ち寄れる
つどい場づくりを
進めます。

少量商品や惣菜、
即食・簡便商品など
店舗の品揃えを強化します。

子育てに必要な情報を発信
する「コーピーくらぶ」を
立ち上げ、組合員同士の
ネットワークづくりを
サポートします。

コープ商品の魅力を伝える取り組みや
食育の提案を、より多くの組合員と
一緒に進めます。

サービス付き
高齢者向け住宅
「は～とらんど
ハイム本山」を
開設します。

持続可能な社会の実現に向け、
組合員への電力小売事業に向けた
検討を進めます。

総代 会レポート

2016年度
たとえば

こんなこと
を

進めます
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ニ ュ ー ス

「熊本地震緊急募金」へのご協力 
ありがとうございました

4月17日から店舗や宅配の商品情報紙『めーむ』で呼びかけた「熊
本地震緊急募金」に、多くの組合員様からご協力をいただき、6月7
日までに1億2395万1946円が寄せられました。

寄せられた募金は、日本生活協同組合連合会を通じて、被災地の
復興やくらしの再建に役立てられます。
①熊本県生活協同組合連合会と日本生活協同組合連合会が共同で

行う「高齢者・障がい者緊急支援プロジェクト」と「コープ被災地
支援センター運用費用」に活用させていただきます。

②「義援金」として被災した自治体（熊本県・大分県）に送金します。

地域一丸となって減災への備え 
「揖保川水系総合水防演習」に参加
台風などによる水害に備えるため、5月14日、たつの市龍野町の

揖保川左岸河川敷で行われ、参加機関のひとつとしてコープこう
べも演習に取り組みました。この演習は、国土交通省近畿整備局や
県、姫路市など3市1町でつくる実行委員会が主催し、52機関・団体
から約1000人が参加しました。

訓練は、台風接近で豪雨が発生し、揖保川の堤防から水が流れ込
んで家屋の倒壊や浸水などが起きたというシナリオ。行政から物

資の要請を受け、コープこうべ
は協同購入センター西播磨の
トラックで緊急物資としてパ
ンを輸送する訓練に参加。たつ
の市連合自治会と一緒に、バ
ケツリレー式で救援物資受入
テントに運びました。見学者は

「熊本地震が起きたばかり。地
震も水害も共通する備えが必
要」と話していました。

女性が活躍する企業 
「えるぼし」認定を取得
コープこうべは、厚生労働省の「えるぼし」企業に認定されました。
これは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女

性活躍推進法）」の制度で、採用における女性割合や管理職の女性
割合など、5つの条件のうち、一定の基準を満たした企業に認定さ
れるもの。コープこうべを含む3企業が、兵庫県内で初
めて認定されました。コープこうべは、「えるぼし」の
基準をすべて満たし、3段階ある認定の最高評価3つ
星を取得しました。

バケツリレーで神戸ハイカラメロンパン
を搬出する様子

広がる見守りネットワーク 
事業への参加～ 
京丹後市と佐用町に登録

コープこうべは、5月12日、京都
府京丹後市が取り組む「京丹後市見
守りネットワーク事業」に参加登録。
6月10日には、兵庫県の佐用町が取
り組む「見守り・SOSネットワーク
事業」にも参加登録しました。

これにより行政と連携した地域
の見守り活動は、32市7町3区に広
がりました。

便利でお得なカード誕生！ 
電子マネー「コピカ」導入

コープこうべのオリジナル電子
マネー「コピカ（COPICA）」が6月
に導入されました。「コピカ」とは、
現金をチャージすることで、コー
プこうべのお店で買い物ができる
カード。1回につき、49,000円ま
で1,000円単位で入金できます。
使い方はいたって簡単。事前にレ
ジかサービスコーナーで「コピカ」
に現金をチャージし、買い物をす
ませたら、「コピカ」で支払いをし
ます。組合員証を一緒に提示する
ことで300円の利用につき1ポイ
ントが付いてお得です。

6月10日、コープ姫路田寺で「コ
ピカ」のPRが行われ、来店された組
合員の一人は「ほとんど毎日店舗
で買い物をしているので、ぜひ利
用したいです。ポイントが付くの
は魅力的」と、早速手続きを済ませ
ていました。

コピカの説明に耳を傾ける組合員。コープ
姫路田寺にて

※ネットスーパーおよび移動店舗では使用
　できません
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お し ら せ

うなぎが育つための 
環境づくりを支援

うなぎの資源保護・増殖の取り
組みに賛同し、コープ商品のうな
ぎ1パックにつき3円を「鹿児島県
ウナギ資源増殖対策協議会」に寄
付します。寄付金は河川整備の研
究などに役立てられます。
■期　間　
店舗 8月31日（水）まで
宅配 9月3日（土）お届け分まで

 地域ほいく室 
子育て相談 親子あそびも

「あいあいくらぶ」（曜日別保育）
■対　象　2歳～就園前の幼児
■日　時　
月～金曜日（9時半～12時半）
※9時からと14時までの延長可
■保育料　1回1,700円（諸費込）
■登録料　3,000円

「一時保育」　※時間要相談
■対　象　1歳半～就学前の幼児
■日　時　
月～金曜日（9時～14時）
■保育料　1時間800円（会員）
■ところ・申し込み　

「保育ルームあい♡あい」
※育児の悩み相談できます
神戸市東灘区住吉東町4-6-5
コープこうべ健保会館3階
☎078-858-1161

（月～金9時半～13時)
「こ＊こくらぶ」（曜日別保育）

■対　象　2歳～就園前の幼児
■日　時　
月・水・金クラス（10時～13時）
■定　員　
各クラス10人程度（申込順）
■保育料　
2歳児　　　月額 6,400円
3歳児以上　月額 5,600円

（いずれも月4回の場合）
■入会金　3,000円
「ママこ＊こ」（親子あそびの会）

■対　象　1歳半～就園前の親子
毎月第1・3木（10時半～12時）
■参加費　1,000円（2回分）
■ところ・申し込み　

「保育ルームこ＊こ」
尼崎市猪名寺3-5-25協同購入
セ ン タ ー 尼 崎2階 ☎06-6429-
4598（不在時は留守電対応）

 ホームヘルパーとして 
働いてみませんか

登録ヘルパーとして一緒に働き
ませんか。研修制度が充実してい
るので、未経験の方やブランクの
ある方も安心して始められます。
■資　格　
ヘルパー2級・1級、介護福祉士・初
任者研修修了者のいずれか
■報　酬　
時給1,260円（日曜360円・祝日
120円アップ）交通費全額支給
■時　間　
9時～18時で応相談（直行・直帰
可、1日1件からでもOK）
■勤務地　
西宮市、宝塚市、神戸市、明石市、加
古川市など
■申し込み　
福祉介護事業部☎078-412-0351

（月～金9時～18時、土は17時まで)

 自慢の「手作り花壇」の 
写真をお寄せください

緑化サークルの取り組みを紹介
する「フラワー写真展」を2017年
2月ごろから店舗などで開催しま
す。丹精込めた花壇の写真をご応
募ください。
■対　象　
コープの店舗周り、駅前や学校周
辺など公共の場所や福祉施設など
で緑化活動をしているサークル

 連続プログラム 
食べものとくらしのつながり探り隊in海・里・山

私たちが何気なく口にしている食べ物も、自然の恵みをいっぱい
受けて食卓に届いています。そんな食べ物と自然のつながり、海・里・
山のつながりを楽しく学びます。
プログラム　※基本、3回とも参加できる方

回 内　容 日　時 場　所

① 漁師体験、触って感じるとれとれ
魚、獲れたて味わう漁師ランチ

8月6日（土） 
10時半～14時 赤穂市漁協

② 農業体験（野菜収穫など）、「水」を
辿ってハイキング、焼いも

9月11日（日） 
10時～15時

西宮市鷲林寺
農地

③ 火起こし、活だこde野外調理、 
森の整備体験

10月16日（日） 
10時半～15時半

西宮市 
越水社家郷山

■対　象　小学生以上　※小学生は保護者同伴
■定　員　20人程度（1家族4人まで）　※応募者多数の場合は抽選
■参加費　各回子ども（12歳まで）1,000円、大人1,500円
■申し込み　
①プログラム名②参加者全員の名前・年齢③〒・住所④電話 
番号（あればFAX番号も）を記入し、FAX 078-856-1248かe-mail 
kosodate@kobe.coop.or.jpで地域活動推進部へ
■締め切り　７月25日（月）必着
■問い合わせ　地域活動推進部☎078-856-1105（月～金10時～17時）
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　中国山地の山深い村の集落で
聞いた話です。12戸・19人の人々
が肩を寄せ合うように暮らしてい
ます。高齢化率78.9％、みんな農
家だったのですが、もう体がえら
くて自宅の周辺にネギなどを植
えているだけでした。
　そんな集落に地域のNPOの青
年が、耕作放棄地にみんなで作物
を植えてみないか、という話を持
ち込んできました。腰が痛い、膝
も痛い、暑い中での水やりはかな
わない、草抜きも大変だ─みんな
腰が引けていました。
　NPOのグループは熱心に勧め
ます。集落の区長（自治会長）さん
はこの話に乗ってみようかと思い
だしました。重い野菜は持てない
ので、コナスを栽培することにし
ました。
　みんな元プロばかりですが、栽
培作業を水やり、除草、間引き、支
柱立て、施肥、わき芽とりなどと
小分けし、1回が短時間で終えら
れるよう工夫しました。用意した
大学ノートに作業日と時間数、作
業内容、担当者の名前を自分で記
入することにしました。お互いの
健康状態などは分かっているの

で、比較的元気な人は少しきつめ
の仕事を選びました。
　収穫が始まると集会所で、みん
なでおしゃべりしながら出荷用の
箱詰め作業です。そこへ車いすを
使った女性がやってきて「畑には
入れんかったが、今なら手伝える
がいいかな」と遠慮がちに尋ねま
す。みんなは「どうぞここに入りな
さい」と席を空けます。
　コナスの出荷が全部終わって
収支計算がでました。販売高は
130万円、諸経費を差し引き時給
800円換算で、集落の人には総額
70万円が支払われました。
　区長さんは「お金ももちろんだ
が、長い間忘れていた『共同作業』
ができたことが何よりもうれしい。
わしらはやはり同じ地域で互いに
助け合って暮らしてきたのだ、とい
うことを思い出せたことがうれし
かった」と話してくれました。
　そう言う時の区長さんはちょっ
と胸を張ったように見えました。特定非営利活動法人ひょうご・

まち・くらし研究所常務理事、
生活協同組合コープこうべ理事長

山口  一史

コ
ナ
ス

コープこうべ教育学習センターからのお知らせ

12 火 ■箕面中央

13 水 ■ミニ東舞子

14 木

15 金 ■西宮東

16 土 ■横尾

17 日 ■横尾

18 月 ■打出浜 
●播磨

19 火 ■龍野

20 水 ■北須磨

21 木

22 金 ■からと

23 土 ■デイズ神戸西

24 日 ■デイズ豊岡

25 月 ■吹田

26 火 ■マリナパーク 
●山手

27 水 ■安倉

28 木

29 金 ■野間
●尼崎近松

30 土 ■六甲

31 日 ■六甲
●東加古川

※三木刃物とぎは、1日の受付を50本までとさせていただいております
※天候等により変更になる場合があります。各店舗にお問い合わせください

堺■　三木●７月の刃物とぎ 

　　　　①親子マリンスクール参加者募集！
セリの見学や、魚やタコに触れるなど、さまざまな体験を通
して兵庫県の漁業について楽しく学ぶイベントです。
と　き　7月21日（木）、22日（金）11時半～15時現地集合・解散
ところ　神戸市漁業協同組合（JR・山陽垂水駅徒歩5分）
対象・定員　小学生とその保護者、各日50人（申込順）
参加費　子ども 2,500円、大人 1,000円　※昼食なし

②2016年度秋 介護職員初任者研修（通学） 
 学苑コース【事業指定番号：第16501－3号】

研修内での実技・筆記の認定試験合格で資格が取得できる、
教育訓練給付金対象講座です。協同学苑で開催。
と　き　9月29日(木)～2017年3月30日(木) 

10時～17時（全24回・いずれも木曜日）
受講料　82,080円(テキスト代込、別途実習費8,000円)

申 し 込 み

協同学苑（三木市志染町青山７－１－４）コープこうべ教育  
学習センター☎0794-87-3364（月～土9時～17時）

■募集写真　
昨秋以降に撮影した花壇の全景と
部分のそれぞれ2種類（計4枚）を
キャビネ版（127mm×178mm）で
■応募方法　
電話で下記へ。応募用紙をお送り
します。地域活動推進部　☎078-
856-1212（月～金10時～17時）

 武田邦彦講演会 

テレビ番組でもおなじみの武田邦
彦さんの講演会～世の中はなぜウソ
がまかり通るのか～を開催します。
■と　き　7月30日（土） 

14時開演（13時半開場）
■入場料　前売り　2,700円 

当日　　3,240円
※チケット番号順入場、全席自由
※未就学児の入場はご遠慮願います
■ところ・申し込み　
生活文化センター
神戸市東灘区田中町5－3－18
☎078-431-5273

（月～土9時～19時、日は16時まで）

コープ保険プラザ神吉店 
オープン

6月17日（金）、コープ保険プラ
ザ神吉店がオープンしました。保
障に関する疑問や不安など、お気
軽にご相談ください。
■取り扱い保険商品　
組合員割引のある自動車・地震付
火災・ペット・医療・がん保険や学
資・個人年金など各種保険
■営業時間・問い合わせ　
10～18時（木曜日・年始3日間休み） 
☎079-433-8048

 「居場所」サミット
in神戸の案内

地域で居場所を開所している
方、関心のある方におすすめです！
■と　き　
8月7日（日）13時半～16時半
■ところ　
神戸市勤労会館大ホール（三宮）
■内　容　
活動実践報告、地域別「みんなでつ
くる居場所ビッグマップづくり」

■定　員　200人
■参加費　500円
■締め切り　7月28日（木）必着
■申し込み　
コミュニティ・サポートセンター
神戸☎078-841-0310

古本募金「きしゃぽん」 
始めました

（公財）コープともしびボラン
ティア振興財団では、7月1日から

「古本募金きしゃぽん」を始めまし
た。これは、不要になった本を「き
しゃぽん」に送ると、買い取り額に
100円を上乗せした金額が、とも
しび財団に寄付される仕組みです。

ご自宅の本棚を整理して、社会貢
献してみませんか。詳しくは、ホー
ムページ、またはコープのお店に備
え付けのチラシをご覧ください。
ともしび  きしゃぽん

次回の『きょうどう』発行日は�

8月2日（火）です
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ます。高齢化率78.9％、みんな農
家だったのですが、もう体がえら
くて自宅の周辺にネギなどを植
えているだけでした。
　そんな集落に地域のNPOの青
年が、耕作放棄地にみんなで作物
を植えてみないか、という話を持
ち込んできました。腰が痛い、膝
も痛い、暑い中での水やりはかな
わない、草抜きも大変だ─みんな
腰が引けていました。
　NPOのグループは熱心に勧め
ます。集落の区長（自治会長）さん
はこの話に乗ってみようかと思い
だしました。重い野菜は持てない
ので、コナスを栽培することにし
ました。
　みんな元プロばかりですが、栽
培作業を水やり、除草、間引き、支
柱立て、施肥、わき芽とりなどと
小分けし、1回が短時間で終えら
れるよう工夫しました。用意した
大学ノートに作業日と時間数、作
業内容、担当者の名前を自分で記
入することにしました。お互いの
健康状態などは分かっているの

で、比較的元気な人は少しきつめ
の仕事を選びました。
　収穫が始まると集会所で、みん
なでおしゃべりしながら出荷用の
箱詰め作業です。そこへ車いすを
使った女性がやってきて「畑には
入れんかったが、今なら手伝える
がいいかな」と遠慮がちに尋ねま
す。みんなは「どうぞここに入りな
さい」と席を空けます。
　コナスの出荷が全部終わって
収支計算がでました。販売高は
130万円、諸経費を差し引き時給
800円換算で、集落の人には総額
70万円が支払われました。
　区長さんは「お金ももちろんだ
が、長い間忘れていた『共同作業』
ができたことが何よりもうれしい。
わしらはやはり同じ地域で互いに
助け合って暮らしてきたのだ、とい
うことを思い出せたことがうれし
かった」と話してくれました。
　そう言う時の区長さんはちょっ
と胸を張ったように見えました。特定非営利活動法人ひょうご・

まち・くらし研究所常務理事、
生活協同組合コープこうべ理事長

山口  一史

コ
ナ
ス

KYODO_JUL .2016｜2221｜KYODO_JUL .2016 �



………………………1合
……………………1本
………………1/2本
……………1/4個

…………………1/2個
………………70ｇ
……………大さじ2

無洗米
なす（小）
ズッキーニ
パプリカ（赤）
たまねぎ
牛薄切り肉
オリーブ油

材料（2人分）（フライパン22cm）
塩
コショー 
カレー粉
白ワイン
■スープ
チキンコンソメ
湯

　…………………小さじ1/2
………………少々
……………小さじ1
……………大さじ2

…………1個
……………………300ml

なす、ズッキーニを1cm幅のいちょ
う切りにし、水に浸してアクを抜い
てザルに上げる。パプリカは1cm幅
に、たまねぎは粗みじん切りにする。

フライパンにオリーブ油を入れて、1
を強火で炒め、塩を振る。牛肉を加
えてさらに炒める。

牛薄切り肉を2cmに切る。分量の
湯にチキンコンソメを溶かしてスー
プを作っておく。

旬の野菜と牛肉のうま味がギュッと凝縮。
水分控えめで食感ふんわり。
カレーの香りが食欲をそそる一品です。

お米ならこれ！

ス パ イス 香 る

夏野菜と牛 肉 の
カレーリゾット

作り方

兵庫県内の生産者
が、丹精こめてつく
っています。選りす
ぐりのお米をバラ
ンスよくブレンド。
自信を持ってお薦
めします。

兵庫米
（無洗米）

温かいスープを

注いでね！

ゆみこのお料理教室　谷口 祐美子さん

3にコショー、カレー粉、米を入れて、
米が透明になるまで炒めたら、白ワ
イン、２のスープの半量を入れて混
ぜる。煮立ったら、残りの半量も入
れ、さらに加熱する。

スープは２回に

分けて注いで！

再び煮立ってきたらふたをし、弱火
で12分間加熱。全体を混ぜ合わせ、
再びふたをしてとろ火で3分間加熱
する。

組合員ライターの
ひとこと

時間がかかりそうと敬遠してきた、生米から炊き上げる
リゾット。作ってみると、炒め始めからでき上がりまで
は30分。わが家の定番になりそうです。（野上 明子）

野菜が

しんなりするまで、

炒めます
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………………………1合
……………………1本
………………1/2本
……………1/4個

…………………1/2個
………………70ｇ
……………大さじ2
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……………小さじ1
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……………………300ml

なす、ズッキーニを1cm幅のいちょ
う切りにし、水に浸してアクを抜い
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を強火で炒め、塩を振る。牛肉を加
えてさらに炒める。
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湯にチキンコンソメを溶かしてスー
プを作っておく。

旬の野菜と牛肉のうま味がギュッと凝縮。
水分控えめで食感ふんわり。
カレーの香りが食欲をそそる一品です。

お米ならこれ！

ス パ イス 香 る

夏野菜と牛 肉 の
カレーリゾット

作り方

兵庫県内の生産者
が、丹精こめてつく
っています。選りす
ぐりのお米をバラ
ンスよくブレンド。
自信を持ってお薦
めします。

兵庫米
（無洗米）

温かいスープを

注いでね！

ゆみこのお料理教室　谷口 祐美子さん

3にコショー、カレー粉、米を入れて、
米が透明になるまで炒めたら、白ワ
イン、２のスープの半量を入れて混
ぜる。煮立ったら、残りの半量も入
れ、さらに加熱する。

スープは２回に

分けて注いで！

再び煮立ってきたらふたをし、弱火
で12分間加熱。全体を混ぜ合わせ、
再びふたをしてとろ火で3分間加熱
する。

組合員ライターの
ひとこと

時間がかかりそうと敬遠してきた、生米から炊き上げる
リゾット。作ってみると、炒め始めからでき上がりまで
は30分。わが家の定番になりそうです。（野上 明子）

野菜が

しんなりするまで、

炒めます

温かいスープを

注いでね！

兵庫県内の生産者
が、丹精こめてつく
っています。選りす
ぐりのお米をバラ
ンスよくブレンド。
自信を持ってお薦
めします。
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あなたは

透明
人間

瞬間
移動or

透明な姿でストレス発散、パッと移動で
時間短縮。どっちも楽しそうな能力、

あなたならどうする？

あて先　〒658-8555 神戸市東灘区住吉本町1-3-19 コープこうべ『きょうどう』編集室「あなたはどっち」係　　　または「コーピーからの挑戦状」係まで　■FAX：078-856-1239　■Eメール：kyoudou@kobe.coop.or.jp

高～い入場料がいるテ
ーマパーク、美術館、ライ
ブなどに潜入。記念写真
に写れないのが残念で
すが、タダには代えられ
ない。
（加古川市・炭酸水・37歳）

タダで入り放題！

大阪のオバちゃんはしゃ
べり好き。私の悪口で盛
り上がっている輪の中で、
一緒に聞いてみたいです。
（高槻市・少し怖い・51歳）

ホンネを聞くぞ
枕が変わると寝られな
いので、旅行中に自宅に
戻って自分の布団で眠り
たいです。
（三木市・カタツムリ・52歳）

いつでもマイ枕♡

幼稚園やスーパーへの
行き帰り、1人で行くと5
分くらいでも、3歳児を
連れてだと20分ほどか
かります。パッと終わら
せた～い！
（宝塚市・アーリー・38歳）

早く歩いて～
暑いときの移動は大変
ですが、瞬間移動すれば、
仕事先まで汗をかかず
に行けます。なんて都合
のいいこと！
（長田区・メルおばさん・66歳）

不快指数もへっちゃら

甲子園だけじゃなく地方
の球場にも一瞬で行け
たら、阪神の応援がいっ
ぱいできるから♪

（垂水区・虎娘・39歳）

どこまでも応援！

夫が「ちょっと出かけて
くる」と、ちょこちょこ外
出。以前は必ず行き先を
告げていたので、気にな
ります。尾行して現場を
押さえたい。
（高槻市・パンナコッタ・72歳）

ことの真相は…？

応 募 方 法

85％

15％透明人間派 瞬間移動派

世界旅行や
通勤・通学も
あっという間！
早くそんな日が

来たらいいなあ～♪

もし超能力が使えるなら

自分とバレずに、
アレコレできちゃう♪
　人の目を気にせず
大胆になれるって、
最高だよね～！

投 稿 募 集
どちらか選んで、その理由を教えてください。〒住所、名前
（ペンネーム）、年齢、電話番号・FAX番号・Eメールアドレスのい
ずれかを記入し、ハガキ、FAX、Eメールでご応募ください。

7月26日（火）必着 ※原文は短くする場合があります

掲載分には
薄謝を

さしあげますさしあげます

見 本

次回のテーマは

楽しいのは…
集めるor捨てる
「 」

社会人として働いている
わが子たちの職場へ。が
んばっている姿を陰から
ではなく真横や真正面
で見てみたい！

（西宮市・ドラミ・52歳）

堂々と観察！

瞬間移動で
ラクラク♪

でも…
運動不足で…

透明になれば
わからないよね～！

8月1日（月）必着 ※当選者の発表は発送をもって
　かえさせていただきます

クイズの答え（1問でも可）と『きょうどう』の感想、ごはんの友の簡単アイデア（明
太子＋ごま油、のり佃煮＋バターなど。編集室から連絡することがあります）、
〒住所、名前、年齢、あれば電話番号を記入し、ハガキ、Eメールでご応募ください。

やさしい問題から難しい問題まで５つのレベルがあるよ。
みなさんは、解けるかな？ 正解者の中から、抽選で
プレゼントもあるので、どしどし応募してね♡

数字をヒントにクイズを完成してね。オレンジのマスの数字を足すといくつかな？

Question 1 難易度

Present！
正解者の中から抽選でコープ商品券を３０人に

見 本

コ
ー
ピ
ー
が

増
す
ご
と
に

難
し
く
な
る
よ
～

コーピーからの

1,000円×20人
プレゼント

Question 2 難易度

6月号の答え

晴耕雨読Answer 1

おしいれAnswer 2

5月号のクイズは応募総数2,239通
のうち、正解は2,043通でした。

ナンバープレイスにチャレンジ！

ごはんに目が無いヒロシくん。「順番に食べていくぞ！」と全部ペロリ。
□に入るのは、①～③のうちどれ？

なにを食べたかな？

3,000円×10人
プレゼント

鯛茶漬け 山菜おこわ 寿司 麦ごはん

①エビピラフ　②カニチャーハン　③オムライス

【メニュー】

ヒ
ロ
シ
く
ん
の

セ
リ
フ
に
も
注
目
し
て
ね

1

8
2 6

5

2
5

1
1
6

3

8
9

7

2
4

6

4

7

2

9

1

3
5

1
6
8

8

ア

イ ウ
7

①縦、横どの一列にも1～9の数字が1個ずつ
入ります。
②太枠で囲まれた3×3のどのブロックにも
1～9の数字が1個ずつ入ります。

ルール

ア イ ウ＋ ＋ ＝ 答 え
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あなたは

透明
人間

瞬間
移動or

透明な姿でストレス発散、パッと移動で
時間短縮。どっちも楽しそうな能力、

あなたならどうする？

あて先　〒658-8555 神戸市東灘区住吉本町1-3-19 コープこうべ『きょうどう』編集室「あなたはどっち」係　　　または「コーピーからの挑戦状」係まで　■FAX：078-856-1239　■Eメール：kyoudou@kobe.coop.or.jp

高～い入場料がいるテ
ーマパーク、美術館、ライ
ブなどに潜入。記念写真
に写れないのが残念で
すが、タダには代えられ
ない。
（加古川市・炭酸水・37歳）

タダで入り放題！

大阪のオバちゃんはしゃ
べり好き。私の悪口で盛
り上がっている輪の中で、
一緒に聞いてみたいです。
（高槻市・少し怖い・51歳）

ホンネを聞くぞ
枕が変わると寝られな
いので、旅行中に自宅に
戻って自分の布団で眠り
たいです。
（三木市・カタツムリ・52歳）

いつでもマイ枕♡

幼稚園やスーパーへの
行き帰り、1人で行くと5
分くらいでも、3歳児を
連れてだと20分ほどか
かります。パッと終わら
せた～い！
（宝塚市・アーリー・38歳）

早く歩いて～
暑いときの移動は大変
ですが、瞬間移動すれば、
仕事先まで汗をかかず
に行けます。なんて都合
のいいこと！
（長田区・メルおばさん・66歳）

不快指数もへっちゃら

甲子園だけじゃなく地方
の球場にも一瞬で行け
たら、阪神の応援がいっ
ぱいできるから♪

（垂水区・虎娘・39歳）

どこまでも応援！

夫が「ちょっと出かけて
くる」と、ちょこちょこ外
出。以前は必ず行き先を
告げていたので、気にな
ります。尾行して現場を
押さえたい。
（高槻市・パンナコッタ・72歳）

ことの真相は…？

応 募 方 法

85％

15％透明人間派 瞬間移動派

世界旅行や
通勤・通学も
あっという間！
早くそんな日が

来たらいいなあ～♪

もし超能力が使えるなら

自分とバレずに、
アレコレできちゃう♪
　人の目を気にせず
大胆になれるって、
最高だよね～！

投 稿 募 集
どちらか選んで、その理由を教えてください。〒住所、名前
（ペンネーム）、年齢、電話番号・FAX番号・Eメールアドレスのい
ずれかを記入し、ハガキ、FAX、Eメールでご応募ください。

7月26日（火）必着 ※原文は短くする場合があります

掲載分には
薄謝を

さしあげます

見 本

次回のテーマは

楽しいのは…
集めるor捨てる
「 」

社会人として働いている
わが子たちの職場へ。が
んばっている姿を陰から
ではなく真横や真正面
で見てみたい！

（西宮市・ドラミ・52歳）

堂々と観察！

瞬間移動で
ラクラク♪

でも…
運動不足で…

透明になれば
わからないよね～！

8月1日（月）必着 ※当選者の発表は発送をもって
　かえさせていただきます

クイズの答え（1問でも可）と『きょうどう』の感想、ごはんの友の簡単アイデア（明
太子＋ごま油、のり佃煮＋バターなど。編集室から連絡することがあります）、
〒住所、名前、年齢、あれば電話番号を記入し、ハガキ、Eメールでご応募ください。

やさしい問題から難しい問題まで５つのレベルがあるよ。
みなさんは、解けるかな？ 正解者の中から、抽選で
プレゼントもあるので、どしどし応募してね♡

数字をヒントにクイズを完成してね。オレンジのマスの数字を足すといくつかな？

Question 1 難易度

Present！
正解者の中から抽選でコープ商品券を３０人に

ハガキ、Eメールでご応募ください。

人に

見 本

コ
ー
ピ
ー
が

増
す
ご
と
に

難
し
く
な
る
よ
～

コーピーからの

1,000円×20人
プレゼント

Question 2 難易度

6月号の答え

晴耕雨読Answer 1

おしいれAnswer 2

5月号のクイズは応募総数2,239通
のうち、正解は2,043通でした。

ナンバープレイスにチャレンジ！

ごはんに目が無いヒロシくん。「順番に食べていくぞ！」と全部ペロリ。
□に入るのは、①～③のうちどれ？

なにを食べたかな？

3,000円×10人
プレゼント

鯛茶漬け 山菜おこわ 寿司 麦ごはん

①エビピラフ　②カニチャーハン　③オムライス

【メニュー】

ヒ
ロ
シ
く
ん
の

セ
リ
フ
に
も
注
目
し
て
ね

1
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1
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1
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1
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8

8

ア
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7

①縦、横どの一列にも1～9の数字が1個ずつ
入ります。
②太枠で囲まれた3×3のどのブロックにも
1～9の数字が1個ずつ入ります。

ルール

ア イ ウ＋ ＋ ＝ 答 え
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私たち日本人の食生活に欠かせない
「米」。保管していたら虫が出てきた！とい
う経験はありませんか。米にはさまざま
な虫が発生します。その代表が「ノシメ
マダラメイガ」という小さくて細い蛾の
仲間。穀物や菓子などを好み、特に米が
大好物。成虫が米の表面やヌカの中など
に産卵します。この幼虫は顎が強く、未
開封の包材でも食い破ります。これらの
虫から米を守るための保存方法を紹介し
ます。
①温度変化の少ない涼しい場所に保管

し、購入後1カ月（夏場は 2 週間）を
目安に食べ切りましょう。

②米袋には小さな穴が開いています。湿
気やにおい移りがしやすいので、移し
替えましょう。

③米びつなどは定期的に掃除し、清潔に
保ちましょう。
これらのことに気をつけて、米本来の

おいしさを味わいたいですね。

コープこうべ商品検査センター監修

米びつ 
　から虫？！

コープこうべ　商品検査センター

食のギモン？
解説M
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