
1週間に1冊、本を読む。

いろいろな麩菓子を食べ比べた結果、
「　　黒糖ふがし棒」が安くて美味しくて
№1！

釣りです。どうやったら釣れるか、いろいろ
考えるのが楽しいです。なかなか行けませ
んが…。

「来たよっ」と言ってくださる組合員さん。
総代会議の後などでお声かけいただいた
り、ささいなことがうれしいです。
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年々、身体が弱くなっているので、食事など
に気をつけ、健康に努めていきたいです。

牛肉。バターで炒めて、大根おろしをのせ
て食べるのがおすすめです。

趣味はゴルフ。最近はバレーボール観戦
にもハマり中。

「職員さん、明るくなって元気になったね」
という言葉です。職員をほめてもらえると、
私もうれしいです。
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老後に備えて貯蓄をがんばる！

「恵那ひかり」。わが家では世代を超えて
伝承しています。

ギターを10年ぶりにまた始めました。

組合員さんからお店のことをほめていただ
いたり、 「ありがとう」とお声かけいただけ
ると「もっと頑張らないと！」と気が引き締
まります。
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仕事を楽しむ！

卵かけご飯のときは、絶対に「生協たま
ご」。これしか食べる気になりません。

子どもの野球（親が楽しんでいます）。

「あんたいい人やな～。ほめてもらうよう本
部に電話しとくわ」（たしか電話はなかった
と思います）
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所属しているおじさんサッカーチームで、今
年こそ点を取る！

「　   せいきょうミルクプリン」。ほどよい甘
さと濃厚さが絶妙で、とても美味しいです。

趣味はサッカーとスノーボード。シーズン前
に、既にめいほうスキー場の早割リフト券
も購入しました！

お申し出の対応でお詫びと説明に伺った
際、「そこまで調べてもらってさすが生協」
と言っていただけた時。
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いよいよ世代も変わってきていますが、仕事
に家庭に健康に、いろいろとがんばります！

冬場は「岩手県産あい鴨鍋セット」がはず
せません。現在単身赴任のため、なべの
材料は大変重宝しています。

釣り。陸っぱり（岸から魚を釣ること）から
せいご（スズキの幼名）のえさ釣りが現在
メインです。

入協したてのころ、「生協で働くんだから
商品について知らないといかんよ」と配達
後、毎週のように生協商品でつくった昼
食を出してくださった組合員さんがいらっ
しゃいました。そのこともあり、自分で商品
を確かめるようになりました。
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あちこち身体に異変を感じるようになってき
ました…。食生活を改善し、野菜を摂るよう
心がけます。

「　   ふっくらジューシー生ハンバーグ」は
冷凍のまま調理できて簡単。味もコスパも
抜群です！

趣味は映画鑑賞でしょうか。最近は9月か
ら同居しはじめた愛犬ななとの散歩にハ
マっています。

いつも優しく、ときには厳しく、いただいた
言葉のすべてが大切です。今でも自分の
糧にしています。
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西濃支所に着任してもうすぐ1年。今年
は、ドクターイエロー＊を３回見ます！

「国産小粒カップ納豆」。そのままはもちろ
ん、いろいろなものと混ぜて食べるのが好
きです。かきあげで食べるのも大好きです。

リサイクルショップのサイトやお店で掘り
出し物探し。探し出すだけで、実際に購入
することはほとんどありませんが…。

人事部で採用活動中に、十数年前に担
当でお世話になった組合員さんのお子さ
んに会いました。久しぶりの再会がうれし
かったです。
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子どものバスケットの記録をとるため、ビデ
オ撮影の腕前をあげるぞ！

「　   お芋とかぼちゃのほっこりミックス」。
これでホワイトグラタンをつくると、ほくほく
で幸せになります♪

固くなった頭をやわらかくするために「ナン
プレ（数字パズル）」に取り組んでいます。

事務所への電話で「○○さん（職員）、
とってもいい子やでほめといてやってな」と
言われたとき。職員と組合員さんの関係が
目に浮かぶようでうれしくなりました。

1

2

3

4

2018年の抱負

好きな生協商品と美味し
い食べ方

趣味や最近ハマっている
こと

うれしかった組合員さん
からの言葉、エピソード
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今月のプレゼントは
「　　黒糖ふがし棒」です。

夜間診療を受けることのないよう健康第
一！近年、医療費がかさみ家族に対して
心苦しいので…。

「さきいか天ぷら」。一味マヨネーズをつけ
て、おつまみ感覚で食べています。

無趣味なので、永く続けられる趣味を模
索中です。

入協して22年、数多くのうれしい言葉をい
ただいているので、順番はつけられませ
ん。生協をご利用いただけることが、何より
のよろこびです。
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長良川堤防の高橋尚子ロードを、気持ちよさ
そうに走っている人たちを見かける度に、なん
とか仲間に入りたいと思っています。   

「　   あらきびウインナー」。毎日食べても飽き
ない味、歯ごたえ。1日の始まりには欠かせま
せん。私は焼き派です！ 

木曽川、揖斐川でするエサ釣り。ボーっと川
面と竿先を眺めているだけで、なかなか釣れま
せんが…。   

入協2年目くらいのころ。不幸があり1週間ほ
ど休みました。休み明け配達に行くと、班の組
合員さんが一列に並んで「大変だったね。あな
た頑張りなさいよ。私たち応援してるから！」と
…あの言葉は、忘れることができません。

1

2

3

4

仕事の忙しさに負けず、週に1度はジムへ
トレーニングに行きます！

「ラー油昆布」。何にのせても美味しいで
す。納豆にも合いますよ！

スノーボードを20年以上続けています。

「あんたが変わるなら生協やめよっかな」と
配達担当者が変わる時に言われた一言。
もちろんその組合員さんはやめませんでし
たが（笑）
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明るく、元気に、楽しくやろう！！

「　   クランチココアチョコレート」。会議
の後には甘い物が必須！夏場以外は、い
つも鞄に入ってるかも？

最近できていませんが、ピアノを弾きたい
な～。

サービス事業やくらしの活動の話をして、
「生協っていろんなことしてるんやね」と言
われた時、よっしゃ！と思います。生協は商
品を買うだけでなく、いろいろなお役立ち
ができることを、もっともっと知っていただき
たいです！
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運動不足を痛感しています。まずはウォー
キングからはじめようと思っています。

「　   黒糖焼酎 喜界島しぶき」。口当たり
があっさりしていて、糖質ゼロ。女性にも飲
みやすく、夏はロック、冬はお湯割りがおす
すめです。

ワイシャツのアイロンがけ。どうしたらピシッ
とアイロンがけができるか研究中です。この
間、スチームボイラー付きのアイロンを注文
しました。

総代会議で、以前配達の担当をしていた
組合員さんとお会いすることができました。
月日が経ちお互い変化したはずですが、名
前もぱっと出てきました。
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健康管理と親孝行をします！

「　   6種野菜の美味しいカレーうどん」。
お昼ごはんに食べています。最後のシメ
に、おにぎりを入れてカレーリゾット風も楽
しんでいます。

読書です。最近は「陸王」を読みました。も
のづくりは情熱ですね。

総代会後のアンケートに書かれた「生協
は『自分たちでつくってる！！』感がステキで
す！」という言葉。組合員さんに「私の生
協」と思っていただけるとうれしいです！
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＊黄色い新幹線

おか

詳しくはp14をご覧下さい。

下條 幸泰

長良店
しもじょう     　  ゆきひろ

服部 敬正

尾崎店
はっとり　　　  のりまさ

市川 喜弘

可児店
いちかわ         よしひろ

永冶 泰次

多治見支所　
ながや　　　　 たいじ

武藤 公成

各務原支所　
むとう　　　　 きみなり

福永 博隆

飛騨支所
ふくなが　　　ひろたか

田内 利尚

岐阜南支所
たうち　　　　 としなお

水野 琢史

西濃支所
みずの　　　　 たくし

中野 拓二

益田支所
なかの　　　　 たくじ

恵那ひかり
（コシヒカリ）
5kg

市川 盛嗣

中濃支所
いちかわ　　　 せいじ

岐阜西支所

辻 圭介
つじ　　   けいすけ

谷井 宏嗣

恵那中津支所
たにい　　      ひろつぐ

ラー油昆布
（佃煮）
　  105g蔵

上林 美也子

副理事長
かんばやし　　　　　みやこ

理事長

大坪 光樹
  おおつぼ　　　  みつき

佐藤 圭三

専務理事
さとう　　  　　けいぞう

あけましておめでとうございます。
コープぎふは本年も組合員さんのくらしに寄り添い、お役
立ちできるよう一丸となって取り組んでまいります。
新年を迎えるにあたり理事長、副理事長、専務理事、事業
所長に今年の抱負や組合員さんとの思い出などをお聞き
しました。より身近に、もっと親しみやすいコープぎふにな
れれば、と思います。今年も1年どうぞよろしくお願いいた
します。

新年のご挨拶新年のご挨拶
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