
理事長 大坪 光樹
おお　つぼ 　　みつ　き

明けましておめでとうございます。

みなさんにとって昨年はどんな年だったでしょうか。新型コロナウイルスの感染は収束してはおりま

せんが、人の流れも活発となりコロナ以前の生活を徐々に取り戻しつつあるように思います。そんな

中、昨年はロシアによるウクライナ侵攻があり、エネルギーや食料問題などが顕在化し、国や体制間

の溝もより鮮明になった年でした。国連が2030年までの達成目標として掲げる「SDGｓ」（持続可能

な社会）の実現は後退したかのように思われますが、人類には過去に何度も未知のウイルスや戦争を

克服してきた歴史があります。“人間は考える葦である”というフランスの哲学者パスカルの言葉の通り、

自然界において人間は葦のように弱い存在ではあるけれど、それを克服する考える力が与えられて

います。今年もコープぎふは「笑顔あふれる協同のくらし」の理念に沿って、組合員さんやお取引先、

地域の皆さんとご一緒に知恵を出し合い協力し合って、日々のくらしが笑顔で包まれるよう役割を

発揮していきたいと思います。

1人ではどうしても捨てられませ
ん。今年も実家の母に来てもらっ
てじゃんじゃん捨ててもらうつもり
です。断捨離は他人の力を借りる
しかないと思っている私です。

断捨離してお家スッキリ！
山県市 ステンドままさん

手話をまた再開したい
です。

手話！
大垣市 ひめさん

花嫁修業中にやっていた着付けを
再開しました。いまだ教室通いの
修業中ですが、お正月には着たい！
そして機会を作って1年を通して着物
でお出かけしたいです。

1年を通して着物でお出かけ！
中津川市 おかめさん
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2023年は卯年です！新年のあいさつ特集として、「年男・年女」を迎えるコープぎふの
組合員と職員の皆さんに、今年の抱負を語っていただきました！
本年も機関誌DEKOをどうぞよろしくお願いいたします。
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2023年、
新年の抱負！
2023年、
新年の抱負！

新年のごあいさつ

谷川 真唯さん
西濃支所 地域担当
たにかわ　   まい

佐々木 康之さん
宅配事業部

ささき　     やすゆき

小池 幸世さん
可児店 チェッカー
こいけ　   ゆきよ

山田 哲也さん
恵那中津支所
やまだ      てつや

中根 由季さん
岐阜西支所 地域担当
なかね　     ゆき

谷井 宏嗣さん
人事部
たにい      ひろつぐ

石木 幸子さん
ケアプランセンター各務原
いしき　   さちこ

山口 真美さん
ボイスコミュニケーショングループ
やまぐち      まみ

河隅 里紗さん
各務原支所 共済推進担当
かわすみ　    りさ

井戸 聡志さん
益田支所 地域担当
いど　      さとし

土田 健太さん
岐阜南支所 地域担当
つちだ       けんた
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娘達も行きたいとずっと
言っているので頑張っ
て連れて行くぞ！

家族で夢の国へ行く！
恵那市 enoさん

今年は数年前にとった初級
をレベルアップしたいです。
また、娘のトマト嫌いをなおし
たいです。

食育インストラクター2級！
中津川市 うさぎっ子さん

今年こそ、子どもを連れて
海外旅行したいです！

家族で海外旅行！
可児市 みくりさん

書きかけのエッセイを完成
させて応募したいです。

エッセイを書いて応募！
池田町 マコママさん

寝る前のおやつを減ら
したいです。

おやつを減らす！
神戸町 るーさん

毎日ストレッチを続ける
ことです。

毎日のストレッチ！

恵那市
かぼちゃプリンさん

松井 恵二さん
商品活動推進室
まつい　   けいじ

理事長 大坪 光樹
おお　つぼ 　　みつ　き

明けましておめでとうございます。

みなさんにとって昨年はどんな年だったでしょうか。新型コロナウイルスの感染は収束してはおりま

せんが、人の流れも活発となりコロナ以前の生活を徐々に取り戻しつつあるように思います。そんな

中、昨年はロシアによるウクライナ侵攻があり、エネルギーや食料問題などが顕在化し、国や体制間

の溝もより鮮明になった年でした。国連が2030年までの達成目標として掲げる「SDGｓ」（持続可能

な社会）の実現は後退したかのように思われますが、人類には過去に何度も未知のウイルスや戦争を

克服してきた歴史があります。“人間は考える葦である”というフランスの哲学者パスカルの言葉の通り、

自然界において人間は葦のように弱い存在ではあるけれど、それを克服する考える力が与えられて

います。今年もコープぎふは「笑顔あふれる協同のくらし」の理念に沿って、組合員さんやお取引先、

地域の皆さんとご一緒に知恵を出し合い協力し合って、日々のくらしが笑顔で包まれるよう役割を

発揮していきたいと思います。

1人ではどうしても捨てられませ
ん。今年も実家の母に来てもらっ
てじゃんじゃん捨ててもらうつもり
です。断捨離は他人の力を借りる
しかないと思っている私です。

断捨離してお家スッキリ！
山県市 ステンドままさん

手話をまた再開したい
です。

手話！
大垣市 ひめさん

花嫁修業中にやっていた着付けを
再開しました。いまだ教室通いの
修業中ですが、お正月には着たい！
そして機会を作って1年を通して着物
でお出かけしたいです。

1年を通して着物でお出かけ！
中津川市 おかめさん

02DEKO.2023.101 DEKO.2023.1

2023年は卯年です！新年のあいさつ特集として、「年男・年女」を迎えるコープぎふの
組合員と職員の皆さんに、今年の抱負を語っていただきました！
本年も機関誌DEKOをどうぞよろしくお願いいたします。

2023年は卯年です！新年のあいさつ特集として、「年男・年女」を迎えるコープぎふの
組合員と職員の皆さんに、今年の抱負を語っていただきました！
本年も機関誌DEKOをどうぞよろしくお願いいたします。

2023年、
新年の抱負！
2023年、
新年の抱負！

新年のごあいさつ

谷川 真唯さん
西濃支所 地域担当
たにかわ　   まい

佐々木 康之さん
宅配事業部

ささき　     やすゆき

小池 幸世さん
可児店 チェッカー
こいけ　   ゆきよ

山田 哲也さん
恵那中津支所
やまだ      てつや

中根 由季さん
岐阜西支所 地域担当
なかね　     ゆき

谷井 宏嗣さん
人事部
たにい      ひろつぐ

石木 幸子さん
ケアプランセンター各務原
いしき　   さちこ

山口 真美さん
ボイスコミュニケーショングループ
やまぐち      まみ

河隅 里紗さん
各務原支所 共済推進担当
かわすみ　    りさ

井戸 聡志さん
益田支所 地域担当
いど　      さとし

土田 健太さん
岐阜南支所 地域担当
つちだ       けんた

【 

新
春
特
集 

】

年
男・年
女

娘達も行きたいとずっと
言っているので頑張っ
て連れて行くぞ！

家族で夢の国へ行く！
恵那市 enoさん

今年は数年前にとった初級
をレベルアップしたいです。
また、娘のトマト嫌いをなおし
たいです。

食育インストラクター2級！
中津川市 うさぎっ子さん

今年こそ、子どもを連れて
海外旅行したいです！

家族で海外旅行！
可児市 みくりさん

書きかけのエッセイを完成
させて応募したいです。

エッセイを書いて応募！
池田町 マコママさん

寝る前のおやつを減ら
したいです。

おやつを減らす！
神戸町 るーさん

毎日ストレッチを続ける
ことです。

毎日のストレッチ！

恵那市
かぼちゃプリンさん

松井 恵二さん
商品活動推進室
まつい　   けいじ


