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未記入 2 人
〈アンケート返信〉
80 代 2 人
20 代 2 人
未記入 2 人
80 代 2 人
20 代 2 人
30 代
70 代
29
人
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30 代
70 代
40人
代 29 人
33
60 代
30 人
10月号のアンケートは
通お寄せいただきました。 39
40 代
人
50代
60 代
30 人
22
人
39
人
ありがとうございます。 一部をご紹介します。
50代
22 人

コープあいち通信を読まれた総代のみなさんの感想や
総代どうしの交流のコーナーです。

コープあいち通信を読んで

ガッテン！コープ！福祉
子どもが生まれてすぐに加入した生
協も、30年が過ぎた今、福祉事業に
関する記事が目に留まる年齢となりま
した。高齢化がますますすすみ、介護
の需要に応じるために福祉事業の拡大
に期待します。そのためには、本体の
コープあいちがしっかり根を張り、発展
していくことが大切ですね。

（新城市 50代）
高齢化がすすむ中、福祉事業はます
ます必要になっていきますね。私は、く
らしたすけあいの会で高齢者のお宅へ
掃除のお手伝いに行かせていただいて
います。その高齢者の方から「先々を
不安に思っている」と聞くことがありま
す。外とかかわることが少なく情報が
あまり得られない中でも、生協には福
祉の面でも安心できるものがあり、う
れしいことだなぁとお話ししています。

（中川区 40代）
記事の「担い手不足といわれる介護
の現場ですが、住み慣れた家で最期ま
でくらせる方が1人でも多くなるよう学
びを通し、質を高め合っていきます」と
いう部分を読み、うなずきながら考え
ました。自宅で最期を迎えるには、た
くさんの人の理解とかかわりが必要で
すから。
（守山区 30代）
私は認知症サポーターのボランテ
ィアをしています。
「できないことへの
支援だけでなく、できることへの働き
かけ」の大切さに共感しました。また
声かけなどをして、信頼関係を育むこ
とを大切にしなければと思いました。

（豊川市 70代）
さまざまな福祉サービスを展開、増
やしていくことを希望します。その内容
について、随時開示し組合員に共有し
ていくことが大切だと思います。生協
の福祉サービスがより身近な存在にな
ると、とても安心して相談や利用がで
きるだろうなと思います。応援していま
す。私自身も子どもが幼稚園や小学校
と通学し始めたら、福祉を勉強したい
なと思いました。 （大府市 30代）
6
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福祉サービスの内容など、大変な力
を入れて取り組んでいることにびっく
りしました。生協がやっていることな
ので、安心して利用したいと思えます。
記事を読んで働いている方たちの人柄
が感じられました。 （岡崎市 50代）

地域とのパートナーシップ
最近、大型スーパーなどでも食材
の配 達を行うようになってきました
が、生協が一般企業と違う点は、地
域とのつながりを重視しているところ
だと思います。災害時の協力はもちろ
ん、配達時の見守りなどは、生協の大
切な役割だとあらためて思いました。

（扶桑町 60代）
食育講座の開催や乳児がいる家庭
の食生活に役立つハピハピボックスの
周知はとてもいいと思います。離乳食
時の「
だしパック」や「
とろみ
ちゃん」などで、便利な商品を知っても
らえれば、その後の利用にもつながる
と思います。
（西区 40代）

新人研修まとめの会
若い職員の元気な姿を拝見し、私も
元気をもらいました。宅配の配達担当
者とも楽しくお話しさせていただいてい
ます。がんばって職務に励んでくださ
い。
（瀬戸市 70代）
新人職員のみなさんは初々しいです
ね。コロナ禍で例年とは異なる状況の
中での研修。ただでさえ緊張する初め
ての仕事、本当に大変だったと思いま
す。心や体力に少しの余裕を持ち、ご
自身や仲間を大切にして、がんばって
ほしいです。
（港区 40代）
生協は組合員で成り立っています。
私も長く生協を利用させていただき、
たくさんの方にお会いしてきました。
新入職員のみなさん、おたがいさまの
精神でこれからどうぞよろしくお願いし
ます。
（緑区 70代）

登録なし 21人 20 代まで 8人
21人 20 代まで 8人
70 代 登録なし
30 代
以上
93 人
106 人
70代
代
30 代
40
以上
93 人
90
人
60 代
106 人
40 代
153 人 50 代
90 人
79 人60 代
153 人 50 代
79 人

コープの商品を使ってあんなに可愛
いキャラ弁が作れるなんて驚きました。
参考にさせていただきたいと思います。

（長久手市 30代）

コープあいち通信について
生協の宅配商品が大好きで総代に
なりました。生協のよさが伝わってく
る紙面だと思います。宅配だけでな
く、福祉や共済にも取り組んでいるこ
とが分かりました。おたがいさまの気
持ちから、それらが広がってきたのだ
と知り、ますます生協が好きになりま
した。コープあいち通信を読むことで、
さらに生協を知ることができます。こ
れからも応援していきたいと思います。

（稲沢市 40代）

編集
発行

総代の部屋のWebサイトが開設さ
れ、総代交流会の参加申し込みが簡単
にできるようになりました。コロナ禍に
大勢集まっての会議は不安があります。
しかし、今後はコロナとの共存は必須
になってくるので、参加する側も安全
対策をしっかりして生協の活動を行っ
ていきたいと思います。
（安城市 30代）
ご意見をお寄せください

Web上の
「アンケートフォーム」
か
らも投稿していただけます。写真
の投稿もお待ちしております。
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Webサイト http://coopaichi.tcoop.or.jp/ コープあいち

総代交流会開催しました

ＳＤＧｓ

コロナ禍での変化をふまえて

もっとくらしに役立つコープあいちに

11月11日（水）～
11月27日（金）

総代の役割や１年間の活

動の流れ、コロナ禍での

くらしの変化、コープあ
いちの商品や事業、 活
動などを交流しました。

西三河ブロック コープ岡崎会場

名古屋北ブロック コープ本山会場

交流会の様子や
出 され た 意 見 は
「コープ あいち
通信」1・2月合併
号で報告します。
名古屋南ブロック 天白文化センター会場

コープあいち通信のアンケートを提
出される方が少なく残念です。いいこ
とばかりを書かなくてもいいと思いま
す。辛口な意見や思ったこと、感じたこ
となどをそのままアンケートに書いても
らいたいです。
（岡崎市 60代）

Webサイト
「総代の部屋」

2020年12月4日発行

総代および地域で活動する組合員にお届けしています。

キャラ弁チャンネル
とてもおもしろく、なるほどという発
想で、子どものお弁当にも取り入れて
いきたいです。家にいることが増えた
ので、キャラ弁だけでなく、みんなで食
事できるホットプレート料理やいろいろ
な鍋料理などの提案もあるとうれしい
です。
（江南市 20代）

12月号

通信

〈総代年代〉

尾張南ブロック 日間賀島あじ浜会場

Web総代交流会を開催

Web会場は2日間行い、
2 4 人の方が参加されました

画面へのお子さんの参加もあり
なごやかな雰囲気ですすみました

季節的に体調がす
ぐれなくても、交
流会に参加できて
よかった

Press Release 10・11月
〈発信〉 ◆10月16日（金）

会場には子ども
の託児がないの
で、Web会議は助
かりました
Webカ メラ に 向 か
い普段の交流会とは
異なる中、 みなさん
からもしっかり発 言
をいただきました。

Web退室の際には、お子さんがバイバイされた
ことから皆が手を振りあっての笑顔のお別れに。
「今回のZoom総代交流会、この試みはすごいです。
マスクなしで参加できる。オンラインのすばらしさを
感じています。」など好評の声をいただきました。
今後もみなさんがしっかりと発言していただく工夫を
重ねていきます。

コープあいちの取り組みを対外に発信しています

名東区と「高齢者見守り支援協定締結式」のご案内
◆11月10日（火）
稲沢市と「子育て支援に係る連携・協力に関する協定書」
締結式のご案内

〈掲載〉 ◆11月 1日（日） コープソリューション

豊明市と生活支援物資の配布協定
◆11月 1日（日） コープソリューション
◆11月10日（火） コープニュース
名東区と「高齢者見守り支援協定」を締結

6日
1
月
10 プン
オー

総代の部屋 開設しまし
た
総代の活動がもっと身近に、もっと手軽に

Web（ホームページ）から総代の情報発信やコミュニケーションを
タップ！

で
ん
選 プ！
ッ
タ

各地の話題

各地で行われているコープの組合員活動や
事業所での取り組みを紹介します。

■名古屋市名東区と「高齢者の見守り活動に関する協定」を締結しました
配達担当者が名東区内を配達の際、組合員や地域の高齢者などの異変に気付いた場合、
事前に取り決めた連絡先に速やかに連絡・通報を行う協定です。

協定では、「届けた商品や弁当が、手つかずのまま残っ
ている」「部屋の電気がついたまま」「街中を徘徊（は
いかい）している人がいる」などの異変に気付いた際、
行政窓口に連携をします。

総代に関するさまざまな
情報を掲載

つちもと

総代交流会などのご案内やお申し込み、
資料のダウンロードなどができます。

名東区役所での協定式

つちもと

（写真左から）
名古屋市名東区 土本区長、森理事長

総代のみなさんにご覧いただく部屋を今年度より開設しました。
みなさんの都合のよい時間に気軽に参加でき、より使いやすい
Ｗｅｂ活用を今後もすすめていきます。トップ画面などに総代の
活動を紹介し、組合員の誰もが見られるようにしていきます。

未登録の方は
ぜひ！

約1
50人が
登録しました

お手続き
方法

各種会議の申し込みなどは、総代専用として、
登録を済ませた総代だけがログインできるようになります。

1

次の二次元コードまたはURLから総代の
部屋（登録用ページ）をご確認ください。
登録ページのURL
https://sodairoom.jp/toroku
●名前
登録で用意する
●組合員コード
のは3つ
●メールアドレス

理事会報告

2

3

登 録 完了のお
知 ら せと パ ス
ワードはメール
アドレスに送信
されます。

組 合 員コ ードとパ ス
ワードを入力すると、会
議の申し込みなど総代
専用の場所へログイン
できます。

ご不明な点は機関運営・広報部までお問合せください。

TEL 052-703-6022（月〜金 10時〜17時）

理事会で議決したこと、および協議したこと、
報告された主な内容を報告します。

■第5回理事会報告

2020年10月13日
（火）

議決したこと
１．東海コープ投資に伴う差入保証金の拠出の件

	東海コープが事業をすすめるための投資4億6400万
円(税込)に対して、ぎふ・あいち・みえの各会員生協
の宅配供給高で負担割合を決めました。投資内容は
宅配事業の伸長施策（組合員の利用しやすさ）、生産
性向上施策（業務効率の向上・省人化）、情報シス
テム機能の保持・向上施策を目的としています。4億
6400万円(税込)に対して各会員生協の共同購入供
給高で負担割合を決め、コープあいちは2億4075万
円(差入保証金)を拠出します。

2

２．供給増や21年度以降の経営見通しを踏まえた東海コープとの
業務委託契約覚書一部変更の件

	新型コロナウイルス感染症により20年度の宅配事業への利用集中による
予算想定を大幅に超える物流を中心とする経費増加が発生しました。その
対策として、期中での供給剰余金（GPR配分）の変更を伴う業務委託契約
覚書の一部変更を議決しました。

３．コープ小幡リニューアルの件

尾張東ブロック

【通報だけでなく、早期発見も】

コープあいち通信（アンケート含め）も
リンクしてご覧いただけます。

選
タッんで
プ！

10月22日（木）

	組合員の声や環境対応（ＳＤＧｓ）を踏まえ、冷蔵・冷凍設備の入れ替えや
売り場構成を見直します。総投資額は4800万円です。

■2020年7月 豪雨災害支援募金
合計1718万6089円が
集まりました
みなさんの温かい気持ちに
感謝いたします
コープあいちでは、9月10日～ 10月31日の期
間で、九州の豪雨で被災された方への義援金・
支援金を目的とした募金を組合員のみなさんに
呼び掛けました。
コープ宅配、お店で集まっ
た募金は、日本生協連を通
じて義援金として被災者へ
届けられる他、支援金とし
て被災地支援のための活
動などに活用されます。

土本区長は「名東区は、高齢者が全体の5人に1人で、
約6600人の方が一人ぐらしです。今回の協定が、名
東区民の心強い支えになることを期待しています」と話
されました。
森理事長は「名東区は、コープ宅配・お店で長い間ご
利用していただいている組合員が多い地域です。今後
も地域の一員として、みなさんと一緒に連携をしながら
“住みやすい社会” に貢献します」と話しました。

地域をよく知り、組合員
や高齢者と直接お会いす
る機会が多いという特長
を生かし、今後もさまざ
まな事業や活動を通し
て、誰もが安心してくら
せる地域社会づくりに取
り組んでいきます。

より多くの組合員に喜ばれるお店に！
コープ小幡リニューアルキックオフの会 11月4日（水）
施設の老朽化に伴い、組合員の声や
環境対応（ＳＤＧｓ）を踏まえリニューアルします。
名 古 屋 北ブロックでは
１１月下旬～ 1月下旬に
かけて、地域訪問活動を
守山センターの仲間づく
り専任、本部職員と盛り
上げていきます。

リニューアル
するのはここ！
●売場内の配置換え
●内装 ●照明をLEDに
●冷ケースと室外機

気持ち

をひとつに！

リニューアルオープンは
２０２１年１月２８日
（木）
予定
リニューアル工事のため臨時休業します
1月13日
（水）
～1月27日
（水）
※1月12日
（火）
15時閉店

協議や報告したこと
1．2 020年9月度決算と事業活動及び上半期の
まとめと下半期計画について、今後の損益見
通しと経費執行について

	9月度の決算は、供給高49億9266万円 予算比
115.6％、前年比109.5％、総事業高は53億2877
万円 予算比114.1％、前年比108.8％、経常剰余
金1億6230万円の結果でした。上半期の決算は、
供給高314億736万円 予算比119.3％、前年比
118.3％、 総 事 業 高は334億1143万円 予 算比
117.9％、前年比117.1％、経常剰余金12億5930
万円の結果でした。今後もコロナ対応にむけて、衛生
用品など感染対策やリモート環境の整備、組合員や職
員への還元を行います。

2．自由脱退および減資の手続きについて

	2022年3月21日(予定)以後、自由脱退および減資の手続きについては、
法令に従って、事業年度末での脱退、出資金の払い戻しとすることを報告し
ました。１１月総代交流会で資料を用意し共有していきます。

3．内部統制 上半期のまとめと下半期の課題について

	マネジメントラインの管理強化を図り、労務管理、小口現金管理、新型コロ
ナウイルス対応等に取り組みました。運用状況や有効性等については、モニ
タリングを実施し確認しています。

4．宅配事業 20年度早割・年末年始のすすめ方について

	20年度早割・年末年始のすすめ方について報告しました。自宅で年末年
始を過ごす方が多いと想定しています。早割を上手に利用しながら、コープ
商品を囲んで楽しくお正月を迎えていただけるように準備をすすめています。
3

2021年に向けた“わたしの想い”

家族と共に

2020年は、コロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けた年となりました。
組合員のみなさんの生活にも、さまざまな変化があったと思います。
そこで今回は、2021年はどんな年にしたいか、
どんな年になりそうかお聞きしました。

●今は、会いたい人にいつでも会え

●2021年は、3人目の子どもを出

るのではなく、会えるときにたくさ
ん会っておかなければと感じていま

産予定です。生協の商品をたくさ
ん利用して生活を楽しみたいです。

す。祖父母に気軽に会いに行ける
世の中になっていってほしいです。

（日進市 30代）



●近所に住む私の両親は共に後期
高齢者です。父は車を運転します

●2人の子どもが年少、小学生に

●娘をプレ幼稚園に入園させよう

が、次の更新はしないと決めていま
す。買い物には車がないと不便で
すが、生協の宅配を利用できるの
で助かります。幸いなことに今は2

なったのが2020年。初めてのこ
とのオンパレードに加えて、コロナ
で生活も乱れ生活様式も変わり、
疲 れた1年 になりました。2021

と思っています。もし入園できた
ら娘にとっては初めての集団生活。
今まで家で私と2人で過ごすことが
多かったので、園に行ってさまざま

人とも元気に過ごしていますが、衰
えを感じ助けが必要な部分も増え

年は安定した1年になるといいな
と思っています。2020年は本当

な人とかかわれるか不安ですが、
娘にとっても私にとっても成長でき

ています。私自身も健康面で気を
付けることが増えています。医療制
度や介護についてもっと関心を持つ
ようにします。 （日進市 50代）

にバタバタでした。そのような中、
食事作りを支えてくれる生協に感
謝しています。 （岩倉市 30代）

る1年になるといいなと思います！

（長久手市 30代）

●コロナの影響で仕事が忙しく自

●2021年は、私の還暦まであと2

●2021年は、コロナ禍によって今

分の時間が持てなくなりそうです。
そんな中にも趣味を見つけて、癒し
の時間をつくり出したいです。

（幸田町 40代）

年です。かっこよく年相応に歳を重
ねていくための準備期間だと思い、
今年からいろいろ心がけていきたい
です。コロナ禍の時代、自分たちの
生活は先が読めません。早くコロ
ナウイルスの薬ができてほしい。そ
んな願いを祈りつつ自分磨きをが

までと違った社会になっていく転換
点だと思います。都会への一極集
中が徐々になくなり、地方の実家
へ戻ることや、地方への移住が増
えると思います。テレワークなどで
人とのつながりが希薄になったりし
ますが、人は人とつながってこそ生

んばります。気持ちだけでも明るく

きる道が見えます。そこにこそ今後

前向きに！

の企業の残る道があると思います。
それが試される1年になるような気
がします。
（稲沢市 70代）

自分自身が取り組みたいこと
●介護士になって3年目です。再
来年、国家試験を受けようと思って

●積み木の1段目から積み立て直
すような1年になりそうです。基本

●定年退職し、これから旅行や趣
味を楽しもうと考えていた友人がた

います。もうすぐ70歳になります
が、70歳ならではのできることが
あると思います。目標を持って精

的なこと、例えば自分の体や生活習
慣などをもう一度見直したい。思う
ようにならないことに出くわしても

くさんいます。出鼻をくじかれたよ
うな感じだと思います。Go To トラ
ベルやGo To イートもあまり楽し

いっぱい生きたいと思います。

（蒲郡市 60代）

投げ出さず辛抱強くやり続けたい。
SDGsやエシカルな買い物など自分
の行動の選択の一つ一つが、社会

むことができないような感じです。
近場で友人と散歩したり、普段あ
まり目を向けることがなかった名古

●2020年に60歳となり心を新た
にしています。最近読んだ本に、
「こ
れからは人 生100歳の時 代、60
歳は人生の折り返し地点」とありま
した。もう高齢だから何もできな
いと思うことなく、人や世の中の役
に立つことを少しでも続けていけた
らと思っています。それには、やは
り健康でいなくては。

（春日井市 60代）

につながっていくのだということを
自覚し、今までとは違う新しい生活
様式をつくり上げていきます。

（東区 50代）

屋の名所巡りをしています。新聞
を読んだり友人とコロナや社会のこ
となどを話し合いながら、来年も過
ごそうと思っています。

（中村区 60代）

コロナ禍で…

●情報発信が多い世の中、それに

●くらしのテーマグループの活動
をしていますが、コロナの影響で
2021年も活動が難しそうです。コ
ロナ以前のような人とのコミュニ
ケーションが難しいので、距離を
とった何かができればいいなと思い
ます。また家で過ごす時間が増え

振り回されず自分の時間をつくり、
心にもゆとりが持てるように過ごし

たので、家族で楽しめることを増や
していきたいと思います。

たいです。



（中川区 40代）

●栄養のある食材をもっと食べる
ようにし、さらに時短で料理できる
ようになりたいです。心も体も元
気が一番だと思います。若々しく
いられるようにすることが毎年の目
標です。
（幸田町 40代）

（西区 50代）

（豊川市 50代）

●コロナと共存していく1年になり
そうですね。2020年は、施設に入
所中の母や関東に住む孫たちなど、

家族と共に
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（蟹江町 20代）

●2020年は子どもの保育園入園、
私の職場復帰、コロナウイルスなど

●2020年 秋 に 長 男 が 結 婚 し、
2021年は夫と2人の生活が始まり

●2021年の春、夫が退職予定で
年金生活になります。孫に無理の

今まで体験したことのないことばか
りでした。ようやく生活のリズム、
新しい生活様式にも慣れてきまし
た。2021年は、さらに自分にとっ

ます。食べ物を無駄にしないよう買
い物は控えめにし、地球環境を常
に考えるようにしたいです。これか
ら生まれてくるだろう多くの子ども

ない程度に支援はしたいので、今
は、そのときを見据えて生活のスリ
ム化を実施中です。年金生活は厳
しいと嘆くのではなく、今までの常

て、家族にとって、生活をよりよくし
ていきたいと思います。

（春日井市 30代）

たちにとって、過ごしやすい自然を
残せるよう努力したいです。

（日進市 50代）

識とくらしの見直しを実行し、楽し
く穏やかな生活を実現させる年に
したいです。
（岡崎市 60代）

会いたい人に会えないことがつら
かったです。私は東日本大震災で

●コロナ禍で買い物の不自由さを

●2021年は、引き続きコロナウイ
ルスの対策をしつつも引き込もらな

多くの人を失った経験から、いつも
笑顔で明日があるのは当たり前で
はないと思っています。行けるとき

痛感しました。宅配を利用しなが
ら移動店舗も利用しています。私
を含め近所の高齢の組合員は、こ

いようにしたいです。今年は運動不
足だったので、子どもと一緒に活動
的な日々を送りたいです。

に行く、やりたいことは後回しにし
ないなど、常に前向きに過ごしてい
きたいと思っています。当たり前に

の半年間、移動店舗の利用で買い
物の不自由さをカバーできました。
コープあいちとして、移動店舗につ



できていたことがどれほどいとおし
いことかを9年ぶりに痛感した日々
でした。
（知多市 60代）

いて課題があると思いますが、日々
利用者を見ている私としては、続い
ていくことを期待しています。


（豊川市 40代）

（天白区 80代）
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