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長い間ご愛 読いただきありがとうございました
おしゃべり・かわら版終了にあたり、
組合員さんから寄せられた声をご紹介します。
毎回楽しみにしていたのにとても残念です。
「おしえてあげちゃい
ます！」のコーナーを見るのが好きで、
よく参考にしていました。
（小山センター 組合員さん）

9月号のプラスチック容器の再利用で編集委員さんが作ってくだ
さったミニ引き出しの写真、私よりも丁寧にできていて嬉しかった
です。
ありがとうございました。今まで何度も掲載していただいた
り、
参考にさせていただいたり、
とても楽しかったです。
お疲れさま
でした。
（西那須野センター まり子さん）

かわら版、終了してしまうのですね。
カタログの中に入っていると
毎回なにげなく読んで、
楽しみにしていたのですよ。
残念です。
（芳賀センター 組合員さん）

いつもお世話になっております。早速ですが、
かわら版が終了と
のこと。淋しくなりますね。
いろいろな知らないことやちょっとしたア
イデア等とても役に立っておりました。私も時折、
つたないことを投
稿させていただき、活字になって届くのが楽しみでした。編集委
員のみなさま方には本当に長い間のご苦労、大変お疲れさまで
した。末筆ですがコロナウイルス等にはくれぐれもご留意なさって
くださいませ。
（芳賀センター M.Kさん）

本当にありがとうございました！何だか、
生協さんが終わってしま
うような勘違い？とってもさみし～いです。
またいつの日か復活で
きればうれしい～！かわら版編集ありがとうございました。
そして
そしてお疲れさまでした。
（日光センター 組合員さん）

かわら版を毎回楽しみにしていました。
この度、
最終回となってし
まい本当に淋しいです。特に「おしえてあげちゃいます！」のコー
ナーが大好きでした。
組合員さん方の料理や掃除、
育児のコツは
とても参考になりました。
また、
自分の意見を載せていただいた時
は、
こんな主婦が少しでも誰かの役に立ったように感じ、
嬉しかっ
たです。今までありがとうございました。
（小山センター ひまなっつさん）

いつもお世話になっています。
かわら版が終了すると知り、
ペンを
とりました。結婚し仕事をやめ栃木に越してきて、右も左もわから
ず車もない私がすぐ始めた生協さん。実家にいる時からお世話
になっていたので、私の安心の一つでした。
その中でもかわら版
は、
顔は見えないけれど、
組合員さん同士という信頼感があり、
さ
まざまな情報や知識を深められる科学的な話、
心温まる話等、
そ
の頃の私にとっては心を潤してくれた誌面だったことを思い出し
ました。今のように情報が溢れていなかった、
ある意味では良い
時代だったなぁと思います。違う形になっても、生協さんらしい組
合員さんの心が潤うような情報提供があったらと思ってます。応
援しています！！ （芳賀センター かわら版にありがとう！さん）

機関誌おしゃべり・かわら版終了について
とちぎコープは2000年より
「組織政策」
を改訂し
「いごこちの良い生協」
を目指してきました。
「いごこちの良い生協」
とは①利用しやすい仕組みと、
くらしにあった安全な商品があること②おしゃべりを大切に、
想いを伝え合
うつながりの場があること③組合員さんの声を大切にする職員であること④誰もがくらしやすい地域づくりに取り組むこと⑤健全
な経営であること、
の５つを要件としてきました。
「おしゃべり・かわら版」は、
誌面上の「つながりの場」
として発行してまいりましたが、
今後の広報政策の中で「おしゃべり・かわ
ら版」
を終了し、
既に配布をしている広報誌コープデリ通信と、
来年より配布予定の組合員情報紙に変更することといたしました。
これまで、
多くの方に声やレシピ、
くらしのアイデア等をいただき、
誌面上のつながりの場としてご活用いただきましたことを心より御
礼申し上げます。
とちぎコープにとって、組合員さんのつながりの場はこれまで同様大変重要と考えています。今年はコロナ禍で中止となりました
が、
お茶会やおしゃべり交流会、
ママカフェ等を、今後もブロック委員会や組合員理事のみなさんと工夫をしながら一層つながり
が広がるよう努めてまいりますので、
ご参加いただきますことをお願いし、
誌面上のつながりの場である
「おしゃべり・かわら版」発
行終了のご案内とさせていただきます。
とちぎコープ生活協同組合 理事長 中田和良
『機関誌おしゃべり・かわら版』
のバックナンバーは、
とちぎコープのホームページでご確認いただくことができます。現在は2019年1月号〜2020年11月号まで掲載しております。

おしゃべり・かわら版
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ほっ、ほっ、ほっとな話
つながりの橋渡し

組合員さんの想いを大切に

ずっとご利用いただけますように

子育て中の組合員さんがいらっしゃいま
す。担当して4ヶ月が経ち、徐々に会話が増
えてきた頃「他県から引っ越してきたので、
ママ友がいないんです」
と、相談をいただき
ました。
何かできることはないかと思い「近所
に同世代のお子さんをお持ちの組合員さん
がいらっしゃるので、
配達の時にお声かけし
てみますね」
とお伝えしました。近所の組合
員さんには特に名前等はお伝えしませんで
したが、
後日、
双方の組合員さんから
「先日、
外で遊んでいたらお会いでき、新井さんの
情報ですぐにわかってママ友になれました。
ありがとう」
と言っていた
だき、
とても嬉しい気持ち
になりました。今後、組合
員さんやお子さん達が
仲良く遊んでいる姿を見
られたら、
なお嬉しく思い
芳賀センター
ます。
新井麻美 担当

ひとり暮らしの男性の組合員さん、
お名前の
字がシステム上の理由で登録できず「隆で登
録されてるけれど、本当は隆の生の上に一を
入れ、一生と書くんです」
と名前の由来をお聞
きして以来、
何かできたらと思い注文書のお名
前を手書きしてお届けしています。
ある日、
リー
ダーが代配の際に組合員さんから
「高瀬さん、
大変だろうに名前を手書きで書くのをずっと続
けてくれていて。妻に生前、
生協は本当に良い
から入るといいよ、
と言われて入ったんだけど、
高瀬さんを見てそれがわかってさ。
これからも
生協を続けていきたいな」
とのお話があったそ
うです。
このような温かい言
葉をいただけ大変励みにな
りました。
これからも直接お
会いする窓口として組合員
さんに寄り添い、
お役に立て
ればと思っています。

ひとり暮らしの高齢の組合員さんがいらっしゃい
ます。約1年前に宅配を始められたばかりの頃は、
注文がわかりにくかったようで、毎回一緒にカタロ
グを見て丁寧に説明しながら注文書を書いてい
ただいていました。
ある時「ひとりで書いたから見
て」
と嬉しそうに注文書を出してくださいました。
メ
モを読み上げていただきながら確認し「大丈夫、
間違いないですよ」
と伝えると、更に喜ばれていま
した。
カフェオレが大好きな組合員さん、私も一緒
にカタログを見ていると、
お好きな物や必要な物が
わかるようになってきました。便利な※ほぺたん忘
れず注文の登録等もおすすめしながら、
これから
も不自由なく宅配を続けてい
ただけるよう、お手伝いして
いきたいと思います。
※ほぺたん忘れず注文
一度登録していただくと、毎回
注文しなくても商品が届く仕組
みです。

小山センター
高瀬尚也 担当

宇都宮センター
佐々木礼子 担当

11月度
11月度 理事会だより
理事会だより
●10月度まとめ

●栃木県生協連報告

内大学・大学校で開催しました。

とちぎコープ全体の総事業高は25億5727万円で、 ◦くらし部会で2つの学習会を開催しました。
経常剰余金は9407万円でした。1269人の新しい組
合員さんをお迎えしました。
●2021年度からの公認会計士等の選任をしました。
●理事協議会報告

コープデリ連合会の商品政策・環境政策の学習

◦日生協主催オンラインセミナー「近年の災害支援か

「種苗法改定問題を考える
（宇大農学部教授 秋
山満 氏）」
「フードバンク利用者の状況―相談記録

ら、
自生協の地域社会での役割を考える」に参加しま
した。

より見えた社会（暮らし）
の現状（フードバンクうつの
みや理事 小澤勇治 氏）」
◦食の安全ネットワーク学習会「ゲノム編集技術応用

会を行いました。
また、新型コロナウイルス感染症拡

食品をめぐる話題（宇大名誉教授 菅原邦生 氏）」

大防止の観点から今年度（2021年2月～3月）
の「お

を開催しました。

しゃべり交流会」は中止することにしました。併せて、 ◦とちぎ消費者ネットワークでは「県の消費者行政推
コロナ禍における組合員さんとの新たなつながりに

進室との意見交換会」を行いました。
また、学生へ

ついて検討を行いました。

の消費者問題啓発を目的に「消費者カレッジ」
を県

●10月度
（単月）

10月度の経営状況について

総 事 業 高
事業総剰余金
事業経費合計
経常剰余金

実
績
25億5727万円
6億3329万円
5億4146万円
9407万円

●2020年度累計（4月度〜10月度）
実
績
177億4095万円
43億6512万円
37億8443万円
6億4655万円

組合員数

26万4679人

平均出資金

3万20円

次月よりホームページに理事会だよりを掲載し報告いたします。

HOT！情報
2020年度
「期末減資」申請のご案内
【受付期間】
2020年11月21日
（土）
～12月20日
（日）
【減資金額】
減資金額は一口500円単位でお申込みいただけま
す。
原則5万円を残してください。
【口座】
生協登録口座、
または組合員さんご本人名義の口座
へお振込みいたします。
【振込日】 2021年3月19日
（金）
受け付け・お問い合わせ

■コープデリ宅配ご利用の方は
各配送センターまたは配達担当者へ
■店舗ご利用の方は
店舗サービスカウンターまで

とちぎコープNPO法人助成団体募集のご案内

〜茂木町〜

とちぎコープでは、県内で活躍しているNPO法人への助成金交
付を行っています。2021年度助成するNPO法人を募集します。
募集対象団体：NPO法人（特定非営利活動法人）
として法人
格を有し、栃木県内で1年以上の活動実績の
ある団体とします。
助成の内容 ：2021年度の「事業・運営」に関わる費用
助成総額500万円
1団体に対する助成金の上限は30万円
審 査
：「NPO法人助成金審査委員会」で審査を行
い決定
募集期間
：2021年1月20日
（水）
まで
※とちぎコープのホームページから
「申込用紙」
をダウンロードし
て申請してください。▶https://tochigi.coopnet.or.jp/
受け付け・お問い合わせ

と
 ちぎコープ生活協同組合 総合企画室
電話：028－634－5117（月～金 午前９時～午後６時）

●発行／とちぎコープ生活協同組合
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介

山間地域紹

栃木県の中

茂木でいちご狩り
茂木町の美土里農園では、
2種類のいちご
が時間無制限で食べ放題!酸味が少なく
甘みが際立つ話題の新品種「とちあいか」
と甘みと酸味のバランスが良い「とちおと
め」
をお楽しみいただけます。ぜひ、
ご家族
や友人と遊びに来てください。
お問い合わせ先
▶観光いちご園 美土里農園
茂木町深沢3200
電話：0285－81－5112

●所在地／〒321−0195 栃木県宇都宮市川田町858
●ホームページアドレス／https://tochigi.coopnet.or.jp/

植物油インキを使用しています。

