
HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 北部ブロック活動委員会

4月からスタートをする予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、9月より感染対策を最優先した活動に変わりまし
た。オンライン学習会を中心に開催。人とのつながりの有難さと幸せ
を感じた一年でした。３人の委員に1月から新メンバーが加わりまし
た。

11月　初心者向けオンライン学習会（第1回目）（小倉KMMビル）

とりくみ内容

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で注目を浴びているオンラインの初心者向けの学習会をシリーズで3回企
画しました。第１回目は機器の機能と操作の仕方を講師の丁寧な説明とスタッフの指導のもとマスターされ、わ
かりやすいと好評でした。参加者19人（スタッフ含む）。

12月　初心者向けオンライン学習会（第２回目）（小倉KMMビル）

とりくみ内容

第2回目の初心者向けのオンライン学習会を、今回は自宅からの参加者を加えて開催。オンラインのZoomを使
い、参加者の方々とやり取りをしながら学ぶことができ、学習会やZoomの企画を多くしてほしいなど、うれし
い意見をいただきました。参加者25人（スタッフ含む）。第3回目「応用編（主催側）」を1月に開催しまし
た。
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2月　へそ体操（オンライン（自宅））

とりくみ内容

学習サポーターの吉村さんを講師にお迎えし、「へそ体操」を開催。コロナ禍、全員オンラインでの参加となり
ました。2月の寒い時期、外出も減って運動不足になりがちです。免疫力をアップし、心身ともにリラックスで
きる簡単な体操を教えていただきました。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 大里区域委員会

明るく楽しく元気に活動

区域委員会が活動しているのは、門司と門司港エリアです。お店はエ
フコープ大里店で、支所はエフコープ新門司支所です。

エフコープ大里店は37年続いており、組合員にとって身近で親しみの
あるお店となっています。地域には高齢者が多いですが、元気で温か
い雰囲気の町です。

新型コロナウイルス感染症が広まる中、支所からの配達にみなさん大
助かりです。

これからも地域のみなさんの笑顔とともに活動していきます。

12月　オンラインミーティング学習会（大里東市民センター）

とりくみ内容

コロナ禍、「安全にコミュニケーションをとりたい。Zoomが使えるといいな︕」との要望から企画開催しまし
た。この時、組合員活動の拠点「にじいろ」から春日さんを講師とてお迎えしました。参加者から「Zoomは難
しいと思っていましたが、覚えていくと楽しく感じました。素朴な疑問にも答えてもらい、理解できました。友
だちとLINEトークをはじめたい︕」との感想をいただいています。また企画したいと考えています。

10月～2月　大里区域委員会アンケート（エフコープ大里店）

とりくみ内容

これまでのような組合員活動が難しくなり、区域委員会ニュースで組合員と繋がろうと、広く紙面から問い掛け
を行う大里区域委員会アンケートを実施しました。区域モニターなど特定の方に回答を求めるわけではなく、反
応があるのか不安でしたが、第1回、2回と82人の参加がありました。質問はコロナ禍でのくらしの変化など
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で、返していただいた内容もニュースに載せて共有しました。このことで多くの組合員が区域委員会ニュースを
読んで下さっていることも分かり、活動にもやりがいが出てきました。

１月（中止）　SDGsをもっと知ろう︕（エフコープ大里店店頭）

とりくみ内容

緊急事態宣言で企画が中止になりました。その一つがコープも行動宣言しているSDGsのとりくみです。SDGs
を達成するための手段の一つ、エシカル消費を組合員にもっと日常の行動としてもらいたいと思っています。分
かりやすいパネルを作成、同時にリサイクル品回収とコアノンロール交換会を行うことにしていました。緊急事
態宣言の解除後、エフコープ大里店店頭で開催します。SDGs企画は継続して取り組んでいきたいと思っていま
す。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 篠崎区域委員会

篠崎区域は区域委員10人で活動しています。エフコープ黒原店は
2000年10月に現在の場所に移転・開業し、20周年を迎えました。お
店の横にはダイソーもあります。今年度は「2020（ニコニコ）笑顔
と一緒に届けます　声によりそい想いをカタチに!!」をスローガンと
し、ニコニコ笑顔で地域のみなさんの声に寄り添った活動をしていき
たいと思います。

10月　クラブ意見交換会（エフコープ黒原店会議室）

とりくみ内容

2020年度は、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、交流会などクラブの集まりもほとんどできない状
況でしたが、感染防止を充分に考慮したうえでクラブのみなさんにお集まりいただき、コロナ禍の中での活動の
在り方についての意見交換会を開催しました。みなさんの元気なお顔を見ることができて、ホッとしました。

10月～11月　ありがとう!! 黒原店20周年!!（エフコープ黒原店）

とりくみ内容

組合員の熱い思いから、組合員とスタッフが一緒になって作ったエフコープ黒原店が、ここ熊本町に移転して
20年!! 今年は恒例の感謝祭ができずに残念でしたが「ありがとう!! 黒原店20周年!!」のコーナーを設置して、
懐かしい旧黒原店や組合員活動の写真を掲示。また組合員に「黒原店への想い」を募集したところ、心温まるメ
ッセージが数多く寄せられました。
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1月　コアノンロール交換会(エフコープ黒原店)

とりくみ内容

エフコープ黒原店でコアノンロール交換会を開催しました。コアノンロールがカタログや牛乳パックのリサイク
ルによる商品であることをお知らせするために、組合員にカタログや牛乳パックを持ってきていただき、コアノ
ンロールと交換しました。まだまだ知らない方が多いので、今後もこの活動を続けて、一人でも多くの方に参加
していただきたいと思います。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 東区域委員会

戸畑区と八幡東区が東区域です。戸畑区にミニSMの戸畑西店があり
ます。今年度は8人の子育て中ママと区域委員を活動しています。ス
ローガンは「あったらいいな! 役立つ情報」です。参加企画がなくな
り組合員に少しでも役立つ情報を提供できるようにとの思いを込めま
した。

10月　クラブ意見交換会（エフコープ戸畑西店組合員ホール）

とりくみ内容

クラブの代表者５人と、コロナ禍での活動で困っていることや工夫していること、要望などの意見交換を行いま
した。クラブ専用の体温計の貸し出しや、コロナ禍の間だけでも家庭での試食を許可してほしいなどの意見が出
されました。顔を見て話ができることの喜びを再確認した有意義な意見交換会となりました。

11月　コアノン交換会（エフコープ戸畑西店）

とりくみ内容

コロナ禍により、来てくださった組合員とあいさつ程度しかお話しすることができず、寂しい部分もありました
が、たくさんの方が区域だよりを読んで来てくださいました。みなさんが目を通してくださっているとあらため
て実感できました。なかなか思うように企画もできない時期ですが、今後も情報豊かな区域だよりを発行してい
きたいと思います。
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12月　エコキャンドルづくり企画（エフコープ戸畑西店組合員ホール）

とりくみ内容

廃材を使ったエコキャンドルづくりとおがくず粘土（もくねんさん）を使った工作を行いました。キャンドルづ
くりを始めた理由や粘土の原料のお話を聞き、あらためてエコの大切さを学ぶことができました。子どもたちが
自分のキャンドルを待ち遠しく見つめる様子や大人が楽しく粘土をする姿に、コロナ禍ですが開催してよかった
です。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 小倉南区域委員会

「みんなで一緒に楽しもう♪」

2020年度は、区域委員5人で、「みんなで一緒に楽しもう♪」をスロ
ーガンに活動しました。小倉南区は、エフコープ志井店、エフコープ
沼店があり、エフコープ沼店には地域サロンとして「あっぷるサロン
沼」、エフコープ志井店には子育てひろば「あっぷるとんとん」があ
り、地域に根ざした活動が行われています。

10月　クラブ説明会（エフコープ志井店・エフコープ沼店）

とりくみ内容

メンバーも揃い、気持ちを新たに区域委員会として、クラブ説明会を開催しました。初めて区域委員になった人
が多く、みんな何をしていいか緊張している人もいましたが、コロナ禍ではあるけれど、できることを力を合わ
せて楽しくやっていきましょうねと、団結しました。

11月　幸せアロマレッスン（エフコープ志井店）

とりくみ内容

新型コロナウイルス感染症防止対策をしっかり行い、8人の参加者と共に「幸せアロマレッスン教室」を開催
し、アロマの香りに癒やされながらルームスプレーを作りました。各精油や香りの特徴などがわかり、これから
の生活に疲れたときや癒やされたいときに、香りでリラックスできそうと参加者に喜ばれました。
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HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 若松区域委員会

若松区域委員会では「ともに気づき学び広げよう︕」のスローガンの
もと、8人で活動しています。八幡西区千代ケ崎にはエフコープ折尾
店があり、笑顔でスタッフが迎えてくれます。店舗でもスタッフのみ
なさんと協力し、さまざまな活動をしています。

10月　下郷農協へのメッセージ

とりくみ内容

若松区域委員会では毎年参加していた「下郷農協まつり」が中止のため、メッセージを書いて郵送しました。こ
のメッセージは「下郷農協新聞No.711」で紹介していただき、農協店舗内に掲示されました。

11月　スタッフさんへのメッセージ募集

とりくみ内容

コロナ禍の中、支所や店舗で働いているスタッフのみなさんへ、組合員からの感謝の気持を募集しました。たく
さんのメッセージが届き、スタッフのみなさんからも喜ばれました。このメッセージは店舗と支所に掲示しまし
た。



3月　クラブ・説明交流会の様子

とりくみ内容

3月にクラブ・説明交流会を行いました。コロナ禍で思うような活動ができない中、それぞれのクラブで組合員
活動ガイドラインに沿って行った活動について交流をしました。交流では、コロナ禍での他クラブの活動内容な
どを知るきっかけにもなり「他の活動が知れてよかった」などの声が寄せられました。

平和のとりくみ

とりくみ内容

平和のとりくみとして、毎年平和遺跡を訪問していましたが、今年は訪問することができないため、区域委員会
ニュースの中で「平和のスポット」を紹介しました。組合員のみなさんにあらためて平和の尊さを感じてもらい
たと思います。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 八幡西区域委員会

大きな輪笑顔で広げる明日のために︕

八幡西区域委員会は６人と少人数。企画を通して地域の方々との繋が
りを大事にする委員会で、活動場所は「エフコープくらしHOT館」。
この中には小さな店舗もあり、店長より「17年目の今年も組合員さん
が安心して買物ができるように頑張っていきます」とのコメントをも
らいました。

10月5日　クラブ説明会（エフコープくらしHOT館２階ホール）

とりくみ内容

今年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響でこの時期の開催となりました。組合員活動もできず、クラブの
みなさんとも久しぶりの顔合わせです。参加者は密を避けて各クラブ１人ずつ。コロナ収束まで「活動のガイド
ライン」に沿って少し不自由ですが、クラブのみなさんには楽しい活動をしてほしいものです。

11月10日　コアノンロール交換会（エフコープくらしHOT館2階ホール）

とりくみ内容

環境の一環として「コアノンロール交換会」を開催しました。毎年行っていた「環境フェア」は、コロナ禍では
無理なので、このような形で地域のみなさんと「環境」について考える日としました。時間も２時間でしたが、
23人の方にお越しいただきました。開催にあたっては「安全対策」に気を付けて行いました。
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11月17日　ギター&マンドリン演奏会（エフコープくらしHOT館２階ホール）

とりくみ内容

エフクラブ「りんごあめ」の企画で「ギター＆マンドリン演奏会」を開催しました。このクラブは、60歳以上
の方を対象とした昼食会を毎月行いますが、試食の活動ができない今、心の健康、癒しを目的にこの企画を考え
ました。当日は、人数制限をし、「安全対策」には特に気を付けて行いました。

その他

エフコープくらしHOT館2階ホール大掃除

12日14日、区域委員と事務局で大掃除をしました。今年度は２階ホールでの活動となり、みんなで協力して1
年間の汚れを落としました。また、心新たに来年からの活動に期待を込めて頑張りました。



一年を振り返って

今年度は、コロナの影響で充分な活動もできませんでしたが、ひと月1回の定例会で区域委員さんと顔を
合わせることに幸せを感じました。

コロナに振り回され辛い年越し、区域委員さんの笑顔に励まされました。

委員会唯一の企画、「コアノンロール交換会」組合員さんと笑顔で逢えたこと。

組合員さんたちと楽しい交流会や企画ができなくてとても残念でした。

コロナで思うように活動ができず、自粛生活に振り回された一年でした。

ガイドラインに沿った会議は、時間に目が行き大変だった一年でした。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 京築区域委員会

京築地区は行橋市・苅田町・みやこ町(組合員数約9,000人)で構成さ
れた、海の幸、山の幸、田園の幸に恵まれた自然豊かな地域です。エ
フコープもめんとうふの原料大豆「ふくゆたか」の産地でもありま
す。魅力あふれる、活動的な組合員の多い元気な地域です。

12月　ストレッチポール講習会（コスメイト行橋）

とりくみ内容

コロナ禍での区域委員会初企画としてストレッチポール講習会を開催しました。当日は、ヨガマットやポールの
消毒、換気、検温、マスク着用でスタート。ストレッチポールの乗り方・降り方を教わった後、筋膜リリースや
骨盤底筋を鍛えるトレーニングも行い、1時間ほどの講習でしたが、身心共に軽くなり心地よい時間でした。

その他

とりくみ内容

京築区域委員会はメンバー6人の仲良し委員会です。コロナ禍で活動も制限されますが、何か自分たちにできる
ことはないかと、みんな一生懸命考えてアイディアを出し合っています。今年度も組合員に喜んでもらえる企画
ができ、委員一同うれしく思っています。今後も新しい生活様式にフィットする企画を立てていきたいと思いま
す。
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HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 豊前区域委員会

「みんなでいきいき」をスローガンに楽しく頑張っています。豊前区
域委員会は、自然豊かな豊前市・上毛町・吉富町・築上町の地域の組
合員9人で活動しています。世代を超えた幅広い年代の仲間と月に1～
2回、区域委員会や学習会など感染防止対策をバッチリ施して活動し
ています。

12月　セルフリンパケア講座(上肢・下肢編)（前川公民館）

とりくみ内容

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、区域委員のみでの受講となりました。講座では、リンパとは何か、
免疫システムの仕組みなどを分かりやすく教えていただきました。実演では、リンパエクササイズの後、タオル
を使って老廃物をリンパへ流していきました。終了後は、体もスッキリして、しばらくの間、体が温まって気持
ち良かったです。

その他

とりくみ内容

2020年度は、ほとんど活動ができませんでしたが、いつも前向きな9人のメンバーで、今できることをみんな
で意見を出し合って、今年度は区域委員のみで企画に参加し、ニュースで組合員に広げました。豊前区域委員会
のメンバーは幅広い世代で、さまざまな意見が出ますので、とても勉強になり、楽しい時間が過ごせます。
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HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ あっぷるサロン沼

あっぷるサロン沼で会いましょう︕

高齢の方々を中心に気軽に立ち寄り交流ができる場として、エフコー
プ沼店周辺はもちろん、遠方の方にも定着した「あっぷるサロン沼」
ですが、2020年3月～8月は活動自粛。その中でも世話人29人は世話
人通信でつながりながら再開をめざし、9月から週1回に縮小しての活
動を始めました。

10月2日　囲碁･将棋の集い

とりくみ内容

アクリル板を設置し、マスク＋フェイスシールドの着用もお願いし､囲碁･将棋の集いを月1回開催。沼校区社協
将棋クラブや地域の囲碁クラブの方のご協力もいただいています。生まれて初めて囲碁に挑戦するという70代､
80代の女性も来場されました。普段は圧倒的に女性が多いサロンですが、この日は男性が多数参加されていま
す。

12月21日　祝い箸袋作り

とりくみ内容

2020年度最後のプログラムとして、折り紙でお正月用祝い箸袋を作りました。アクリル板に遮られながらも、
人とふれあい、おしゃべりする楽しさに元気を分け合い、あらためてその大切さを感じながら十分に活動できな
かった2020年最後のサロンを楽しみました。その後、みんなで大掃除をして活動を締めくくりました。
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4月～3月　作品展示

とりくみ内容

展示スペースでは、地域の方々から書道、写真、水墨画、折り紙など次々と展示のお申し出をいただき、サロン
活動休止中も展示物が来場者の心を癒やしてくれました。コロナで活動が絶たれた当初「つぶやきの壁」という
掲示板を設置し、ＳＮＳならぬアナログな交流を試み、子どもたちもメッセージをたくさん書いてくれました。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ にじいろ

「子育てをバージョンアップしたい」「地域とつながりがほしい」
「放課後の居場所がほしい」などなど、どんな方にも求められる居心
地のよい拠り所を作り、人と人を繋げ、大人も子ども安心して自由に
夢を描ける空間を創造・提供・共有することを目的としています。

10月　公開講座（にじいろ）

とりくみ内容

予約なしで、偶然「拠点にじいろ」に居合わせた誰もが、その場で決めて体験できるご縁と運命の公開講座。
「生涯の趣味や、仲間が見つかる初めの一歩になるかも」というキャッチフレーズで、ハンドメイドやヒーリン
グ、占いや運動、絵本・パソコン・お金の相談、一緒にきゅんきゅんする会まで、多種多様な講座を低料金で毎
日開催中です。



9月～　放課後あそ部（にじいろ）

とりくみ内容

さまざまな遊びを通して、子どもの好奇心や探求心・挑戦心を刺激し、心・体・頭の健やかな成長を促す小学生
が参加する放課後遊び塾です。おにぎりを作って食べたり（現在コロナで休止中）、学校から帰宅後すぐの子ど
もの話を聞いたり、いつも一人でゲームする子たちにみんなでボードゲームする楽しさを教えたり、受け身な子
どもの遊び環境を主体的に変え、生きる力を育むことにつながる仕掛けある空間を提供しています。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 中部ブロック活動委員会

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前半は活動ができない
日々が続きましたが、後期からはオンラインでの企画開催ができるよ
うになりました。ご自宅から参加できるようになり、遠方の方も積極
的に参加してくださっているように思います。今後も分野別活動を中
心に、さまざまな企画を開催していきたいと思います。

10月　ニュース作成についての学習会（エフコープ篠栗研修センター）

とりくみ内容

講師にエフコープ広報部の大平健太郎さん、インク・アンド・ペーパーの三塩尚幸さん、武下宰さんをお迎え
し、本会場とオンライン参加者あわせて22人のみなさんで開催しました。「プロならではの“なるほど”と思わ
せる話だった」「見出しのポイントや手描きイラストのコツなど、とても参考になった」との声をいただきまし
た。

12月　世界に目を向けよう︕ユニセフ学習会（エフコープ篠栗研修センター）

とりくみ内容

日本ユニセフ協会の石尾匠さんを講師に、サテライト会場と参加者のみなさんあわせて29人をオンラインでつ
ないで開催しました。「支援先の新型コロナウイルス感染症の影響についてお話が聞けて良かったです」「厳し
い環境にいる子どもたちに楽しい『子ども時代』を過ごさせてあげたいと思いました」 との声をいただきまし
た。





HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 直方区域委員会

～参加しよう︕伝えよう︕楽しさ広げよう︕～

私たちの区域は、八幡西支所の配達区域※のうち、直方市・宮若市
（旧宮田町）・鞍手町・小竹町の４市町村で、山と川に囲まれた、自
然豊かな区域です。現在の区域委員は８人で、定例会は9月からよう
やく再開でき、感染予防対策をしながら、主に八幡西支所で開催しま
した。

※来年度は、配達・事務局が筑豊支所に変わります。

9月　クラブ交流会（エフコープ八幡西支所）

とりくみ内容

例年は、さまざまな企画を組合員と一緒に行っていたのですが、今年度のクラブ交流会は、感染拡大予防のた
め、クラブ代表者のみの、少人数、短時間で開催しました。コロナの影響で、やむなく活動を休止しているクラ
ブもありますが、早く収束して、以前のようにみんなで商品を囲みながら、楽しく活動できる日が来ることを願
っています。

11月・2月　区域モニターアンケート

とりくみ内容

「自宅でできる組合員活動」として、区域モニターを募集し、年間で２回のアンケートを作成、地区担当を通じ
て配布・回収を行いました。

■第１回

http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/index.html
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コロナ自粛中に、役立った商品／コロナ自粛をきっかけに利用するようになった商品／化粧品について

■第２回

お正月商品について／マスクについて／暖房について

9月～3月　区域委員会ニュース「わくわく」

とりくみ内容

9月からニュース「わくわく」も再開し、毎月第３～4週に発行しました。

毎月のおすすめ1品や、区域委員会で学習したことなどを、簡潔に、かつ分かりやすく、みなさんにお伝
えできるよう、毎回試行錯誤しながら作成しています。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 後藤寺区域委員会

今日も元気︕明日も笑顔で、ささえあって楽しく活動

後藤寺区域委員会は、今年度11人の委員で活動しています。私たちの
地域は、田川市と田川郡の香春町、添田町、糸田町、川崎町、福智
町、大任町、赤村の行政区域で、炭鉱で栄えた筑豊の地域です。

12月　区域委員会（エフコープ筑豊支所）

とりくみ内容

2020年度は11人の区域委員のうち5人が新しい委員です。区域委員会では質問や意見が活発に出ています。今
年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、企画がまったくできなかったことがとても残念です。来年度は
コロナが収束に向かい、また楽しく活動をしたいです。
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HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 飯塚区域委員会

飯塚区域委員会には、30代から70代まで13人のメンバーがいます。
年齢差は、人生の経験を積まれた先輩の話や今どきの、そしてこれか
らの若い委員の話などいろいろ勉強になり、ワイワイと楽しい委員会
です。月1回の会議の中の「つぶやきタイム」はおもしろいです。私
たちが活動している飯塚区域は、福岡県のほぼ中央に位置していま
す。飯塚市・嘉麻市・桂川町の2市1町で、水と緑に恵まれたおいしい
お米の産地です。そして、有名なまんじゅうやケーキなど、たくさん
の和菓子・洋菓子・パン屋があります。

2020年度の活動報告

とりくみ内容

下記の画像をクリックするとPDFが開きます。

http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/action/hokokushu/chubu/pdf/pdf_iizuka01.pdf
http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/action/hokokushu/chubu/pdf/pdf_iizuka02.pdf
http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/index.html
http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/action/index.html
http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/action/hokokushu/index.html


HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 宗像区域委員会

「むちゅうで、なかよく、かっきのある、たのしい活動」これが宗像
区域委員会です。

2020年度の宗像区域委員会は、3人の新しい委員さんを迎え14人で活
動しています。宗像区域は宗像市、福津市、古賀市、宮若市の一部か
ら構成され、支所（宗像支所）は古賀市、店舗（自由ヶ丘店）は宗像
市にあります。ここで働くスタッフのみなさんは、明るく元気で活気
にあふれています。

11月　英語初心者ママでもOK!おうち英語で子どもとスキンシップ（エフコープ自由ヶ丘店）

とりくみ内容

コロナ禍の中、宗像区域委員会が主催する初めての学習サポーターによる学習会を開催しました。5組の親子に
よる参加で、スキンシップをしながら英語の歌を歌ったり踊ったりと、親子2人で英語を楽しむ企画、お母さん
向けの企画、最後にQ&Aといったプログラムで進められました。参加した方全員から質問や意見が出ると、講
師の先生がわかりやすく説明され、楽しい学習会となりました。

12月　ふろしきでエコバッグ（エフコープ自由ヶ丘店）

とりくみ内容

今年度2回目の学習サポーターによる学習会を開催しました。応募した組合員と区域委員を含めた8人が参加。
ふろしきの歴史や基本的な結び方を学びました。その後、キャップ、ウエストポーチ、ペットボトル包み、エコ
バッグ、リュックという「包む」の実践編では、積極的に質問したり、独自の包み方の評価を尋ねたりと、みな
さん学ぼうとする意識が高く、あっという間の2時間の学習会でした。
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HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 志免区域委員会

Smile with new life　～離れていても　つながろう～

博多区・糟屋郡宇美町・須恵町・志免町・粕屋町・篠栗町・久山町の
１区５町で構成される志免区域。組合員のみなさんから寄せられたご
意見をもとに、13人の区域委員で毎月発行の区域委員会ニュース
「Let's志免」を作成しています。

11月　Zoom学習会（サンレイクかすや）

とりくみ内容

多くの委員が「聞いたことがあるけれど、使ったことがない」という状況でした。 制限がある今、Zoomを使
えるようになればくみかつの可能性がひろがります。 思っていたよりも難しくなかったとホッとする委員もい
ました。委員からは「台風や大雪など天候不良の時にも利用できる」 「苦手だが状況を考え、一歩踏み出して
頑張って使ってみようと思う」といった声が寄せられました。

1月　エシカル学習（各自宅よりZoom）

とりくみ内容

１月区域委員会定例会開催予定日前に緊急事態宣言が発令され「人が集まる活動」ができなくなりました。11
月の学習を生かし、この月からZoomでの定例会を開催することにしました。Zoomの画面で「コープのエシカ
ル2020」を視聴し、私たちが普段利用している商品の中にもエシカル商品があることが分かりました。
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http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/action/index.html
http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/action/hokokushu/index.html


10月から毎月　ニュース作成（各自宅）

とりくみ内容

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一般組合員に向けた学習会や試食会を企画できなかったため、志免
区域委員会では月に１回「区域委員会ニュース・Letʼs志免」を発行しました。おすすめ一品や「COOP WEB
PROJECT」に掲載されている情報、委員からのコメントをお届けしました。支所からのお知らせを載せること
もあります。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 新宮区域委員会

生協があってよかったぁ︕

2020年度新宮区域委員会は、新たに2人の仲間を迎え、女性16人・男
性1人の17人でスタートしました。エリアは新宮町・福岡市東区を中
心にエフコープ新宮店・エフコープ舞松原店での活動もしています。
メンバーは子育て中のお母さんあり、長い間くみかつに携わった人あ
りの、個性豊かな人たちで楽しく活動しています。

2020年度の活動報告

とりくみ内容

下記の画像をクリックするとPDFが開きます。

http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/index.html
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HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ よってかんね

飯塚ステーションに併設された組合員ホールで、毎週水曜日、金曜日
にサロンを開催しています。ストレッチ、小物作り、認知症カフェ、
絵手紙教室など、楽しく活動しています。

11月　マスク作り（組合員ホール）

とりくみ内容

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、マスクは必需品となりました。自分の気に入った布で作ったマスクはお
しゃれで洗濯もできます。

11月　絵手紙（組合員ホール）

とりくみ内容

毎月第四水曜日に「絵手紙教室」を開催しています。この日は12月ということで干支入りの年賀状を講師の指
導のもと作成しました。初めての方でも集中して楽しい時間を過ごすことができます。

http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/index.html
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HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 西部ブロック活動委員会

新型コロナウイルス感染症拡大により活動ができなかった前期です
が、後期は少しずつ企画を始めることができました。新しい様式の
「Zoom」を使って遠方の方にも参加していただける企画を開催して
いきます。これからも分野別企画をたくさん取り入れて、地域の方々
や組合員のみなさんと交流を広げていきたいと思います。

12月　食の基本～かんたん鍋炊飯＆みそ玉作り～（Zoom開催）

とりくみ内容

コロナ禍で対面調理は難しく、初の試みの「Zoom」 での企画でした。「食べる事は生きること。命を引き継
ぐための大切さを実感し、次世代へ食文化を残すこと」をテーマに、お米をおいしくお鍋で炊くための研ぎ方や
水分量、火加減などを一つ一つ教えてもらうことができました。また「みそ玉作り」では、味噌に合う材料や、
意外と知らない保存方法なども知ることができて、参加者のみなさんからも驚きの声を頂きました。

1月　ガミガミ言わないしつけ（ももちパレス）

とりくみ内容

「すっきり・ヒント・何か1つでも持って帰ってもらう︕」を目標に、子どもと保護者の心の背景を理解するた
め、寸劇を通して感じたことを書き出し、参加者で意見を共有しました。講座の中で、組合員の悩みごとへの対
処法や、講師の体験談を織り交ぜながらのお話もあり、子育てのヒント盛りだくさんでした。
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12月　環境学習会（エフコープ平尾ステーション）

とりくみ内容

ブロック活動委員対象の研修としての環境学習会で、エフコープとしてのこれまでの環境活動からの反省点やこ
れからの計画などが具体的に立てられており、とりくみへの意気込みなどが説明されました。「一人一人の小さ
な心掛けが大きく動かす、今がまさにティッピングポイントだ」という言葉に刺激されました。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 城南区域委員会

城南区域は、ペイペイドームや大濠公園、それに九州一の商業地区・
天神を擁する中央区、都心に近く自然に恵まれた住宅・文教地区の城
南区の一部に油山などの自然が残りベットタウンが広がる南区です。
組合員数は県内で第１位、南区にはSMのエフコープ花畑店がありま
す。

2020年度の活動報告

とりくみ内容

下記の画像をクリックするとPDFが開きます。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 早良区域委員会

「えがおで花咲く早良区域!!」をスローガンに、2020年度の早良区域
委員会は、新メンバー4人を迎えて14人でスタートしましたが、新型
コロナウィルス感染症拡大の影響で、あまり活動ができず残念でし
た。

早良区域は、百道浜の福岡タワーや近代的なビル群から南へ背振山地
の麓、田園地帯が広がる佐賀県境までの変化に富んだ地域です。

12月　お掃除用品学習会（早良市民センター）

とりくみ内容

初めての「Zoom」を活用した学習会を、アズマ工業のご協力で開催しました。区域委員のみの参加でしたが、
丁寧に教えていただきました。支所長が商品を手に取って、アズマ工業の方とやり取りしながら説明していただ
き、わかりやすかったです。実際に洗剤で汚れを落とすところなども確かめられて良かったです。今回の学習会
であらためてアズマ工業の製品の良さがわかりました。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 糸島区域委員会

こんな時こそ繋げよう♡いとしまの輪

糸島区域は自然に恵まれた糸島市と転勤族の多い福岡市西区を含む福
岡県最西端の地域です。糸島区域内にあるエフコープ上山門店を拠点
とし、区域委員8人で活動をしています。今年度はコロナ禍でもでき
る活動や新しいとりくみに挑戦しました。（21エフクラブ、３テーマ
クラブが登録）

8月　8月平和月間・千羽鶴の展示（エフコープ上山門店 風除室）

とりくみ内容

コロナ禍で迎えた戦後75年。糸島区域委員会では8月を「平和月間」と称し、上山門店にて千羽鶴とポスターを
１カ月間展示しました。区域在住の組合員の方が1年間かけて千羽鶴を折り、区域委員会に寄贈。組合員の方の
思いを大切に、平和の尊さを感じる機会となるよう、コロナ禍でもできる活動として展示に取り組みました。

10月　第32回しき島会収穫祭（糸島市怡土圃場）

とりくみ内容

糸島市怡土圃場にて収穫祭を開催し、産直のとりくみ紹介とさつまいも収穫体験、しき島会との交流を 行いま
した（59人参加）。生産者から野菜やお米の紹介があり、参加者からの質問に丁寧に答えていただきました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしながらの開催でしたが、参加者から多くのうれしい声をいただきま
した。



11月　主催者のためのZoom学習会委員研修（エフコープ上山門店 組合員ホール）

とりくみ内容

オンライン学習会や定例会の実施に向けて、エフコープ上山門店にてZoom学習会を開催しました（５人参
加）。まず参加側としてZoomミーティングに参加して通話・チャット・挙手などを体験し、次に主催側として
参加者の招待や写真共有等を体験しました。また、オンライン学習会をする際の全体進行や運営の注意点等を共
有しました。

12月　ブレイン体操委員研修（エフコープ上山門店 組合員ホール&自宅〈オンライン〉）

とりくみ内容

エフコープ上山門店にて「ブレイン体操」を開催しました会場（７人・Zoom１人参加）。講座では免疫と自然
治癒力アップのお話と、簡単にできる１分運動をしたことで心も体も頭もスッキリし、次年度の企画候補にもな
りました。また、オンライン学習会の事前練習でもあり、２月本番に向けて課題を解決しながら準備を進めたい
と思いました。



1月　【西部ブロックのとりくみ】糸島区域委員会おすすめ商品の動画づくり（エフコープ上山門店
組合員ホール）

とりくみ内容

コロナ禍でもできる活動として、糸島区域委員会おすすめの生協商品を選び、その紹介動画を撮影しました。
『Ｃまるい形のまぐろたたき身丼の具たれ付』と『Ｃおいしいごはん』、『Ｆ即席みそ汁』を使った「簡単ラン
チ」で、どんぶりとみそ汁です。動画撮影という初めてのとりくみにドキドキわくわくしながら楽しく活動がで
きました。

2月　くらしが楽になるお片づけのコツ（オンライン〈各自宅からZoom参加〉）

とりくみ内容

緊急事態宣言延長のため、会場参加を中止とし、初めてオンラインのみで学習会を開催しました（17人 参
加）。片づけと整理は違うこと、物が増えてしまう原因、物を分ける作業のポイントや失敗しないための整理収
納のポイント等を学びました。終了後、先生との交流時間を設けることで、片づけの悩みやコツ などを共有で
きました。





HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 春日区域委員会

やってみよう︕ひらめきと挑戦︕
～新しいステップへ～どんなときも笑顔でWithコープ

春日区域委員会は、春日市、大野城市、那珂川市を活動範囲としてい
る区域です。福岡市の中心部に隣接し、住宅都市として幅広い世代が
交流しています。エフコープ大野城店、エフコープ那珂川店と２つの
活動拠点があります。

10月　動物占い（エフコープ太宰府支所）

とりくみ内容

動物占いは、春日区域委員会ではリピート企画でしたが、初めてのメンバーもいて、どちらもあらためて人に対
しての付き合い方を考えることのできた企画でした。相手の気質や行動パターンなどを知ることで、腑に落ちる
行動や、どう対応したらいいかが分かり、家族、知人、職場など、あらゆる周りの人々との関わり方を見直せる
いい機会となったようです。

11月　お水の学習会（エフコープ太宰府支所）

とりくみ内容

身体の多くを占める水。日本はミネラルが少ない軟水で安全ですが、殺菌消毒のため塩素が入っています。天然
水とRO水（濾過し不純物を取り除いたもの）を見分け、自分に合ったお水を選びます。秋冬に悩む結露とカ
ビ。空気の入口と出口を作り、定期的に除湿換気を行うこと。1カ月に1回はしっかりと掃除、対策を取り快適
にくらしたいです。
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12月　お花（スワッグ作り）学習会（エフコープ太宰府支所）

とりくみ内容

12月9日に花uraraの長澤さんを講師にお迎えし、エフコープ太宰府支所にてスワッグ作りをしました。換気と
距離を保ちつつ、区域委員のみの参加となりましたが、限られた時間の中で、同じ材料にも関わらず、各自個性
に溢れた素敵なスワッグができあがりました。長く飾れるのもうれしいですね。丁寧なご指導の元、楽しく、自
然素材に触れたよい機会でした。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 筑紫野区域委員会

今できること、笑顔で学ぼう～新しいスタイルで～

筑紫野区域委員会は「今できること、笑顔で学ぼう～新しいスタイル
で～」のスローガンをモットーに太宰府・筑紫野の地域から8人で活
動中です。コロナ禍の今だからこそ明るく元気に︕︕みんなでアイデ
アを出し合い支え合い、限られた時間の中で、小さなかわいい笑顔に
癒されながら活動しています。

10月　バルーンアートを作ろう学習会（パープルプラザ）

とりくみ内容

10月20日、パープルプラザにて講師に並松ノブ子先生をお招きし、「バルーンアートを作ろう学習会」を行い
ました。コロナ対策のため、筑紫野区域委員のみで行い8人が参加しました。風船に空気を入れ、パーツごとに
大きさを変えながら風船をねじり、形を作っていきます。ねずみ、犬、剣、ハート、花、アンパンマンなどたく
さんのかわいい作品が出来ました。

11月　Zoomの使い方学習会（エフコープ太宰府支所）

とりくみ内容

11月12日、エフコープ太宰府支所にて「Zoomの使い方学習会」を開催しました。事前に準備された小冊子に
沿って「Zoomって何︖」というところからアプリのインストール・設定方法・基本操作を学びました。パソコ
ン、スマホで利用する際のメリット、デメリットまで学習した後、グループにわかれて実際にZoomを使ってみ
ました。

12月　アロマで除菌スプレーを作ろう学習会（エフコープ太宰府支所）
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とりくみ内容

区域委員6人、組合員7人、計13人で参加しました。講師には浅櫻親美先生をお招きして、アロマでオリジナル
の除菌スプレーを作りました。除菌におすすめのアロマオイルを紹介していただき除菌だけではなく、消臭作用
や心を落ち着かせてくれるオイルなど、実際に香りを確かめながら各自オリジナルの除菌スプレーを作製しまし
た。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ ル☆リアン

少子高齢化が進み、孤立していく方（高齢者や核家族）が多くなる
中、地域住民のみなさんが老若男女を問わず交流できる場所として、
また子育て中のママどうしが悩みを分かち合える場所として、情報交
換ができた、くらしに潤いを持てる場づくりを進めてきました。多く
のみなさんに支えられ、2021年4月より自立化し、「地域活動の場」
へ移行します。（開設年月 2018年2月）

10月　ソトホコの会（おんぶ紐で歩こう）（ル☆リアン）

とりくみ内容

新型コロナウイルス感染症により人が集まっての講座などが開催できない中、「おんぶ紐で外を歩こう」という
講座を開催しました。最初に簡単におんぶ紐の上手な活用法を学び、参加者全員で外を歩きました。

「地域活動の場」への移行のお知らせ

組合員活動の拠点「ル☆リアン」は、3年間の活動期間を経て、2021年4月より自立化をし「地域活動の場」へ
と移行することとなりました。これからも、組合員や地域住民のみなさんが気軽に集うことができる場所とし
て、さまざまなとりくみを実施していきます。今後ともよろしくお願いします。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 南部ブロック活動委員会

前期は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により活動できませんで
したが、10月よりZoomの使い方教室を、広域で行ってきました。オ
ンラインにも慣れながらできる活動を行っていきます。

10月　ZOOM（ズーム）の使い方教室（コスモすまいる北野）

とりくみ内容

10月15日～10月28日、南部ブロックエリアの7会場で「Zoom（ズーム）の使い方教室」を開催しました。
「ミーティングに参加」して、「通話」・「挙手」・「拍手」・「名前の変更」・「チャット」・「背景の変
更」などの簡単な機能を学習しました。Zoomの入り口にドアーを開けて入っていただくということができたと
思っています。

11月　親子で川のおそうじ活動とカヌー体験（くるめウス）

とりくみ内容

筑後川防災施設「くるめウス」との共催で「親子で川のおそうじ活動とカヌー体験」を開催しました。最初に筑
後川河川敷のゴミ拾いを行い、みんなで観察しながら、なぜ川にゴミがあるのか、どうしたら川からゴミがなく
なるのかを考える学習をしました。その後、子どもたちお待ちかねのカヌー体験。初めは、びくびくだったけれ
ど、すぐに上手にパドルを操ることができるようになりました。くるめウスの指導者・川嶋さんやパルキッズく
るめ会員の大学生スタッフのみなさんのもと、楽しく活動することができました。



12月　相続に必要な知識（九州芸文館）

とりくみ内容

司法書士の澤和宏さんを講師に迎え「相続に必要な知識」の学習会を開催しました。遺言の必要性と種類につい
てなど、相続をする立場・相続を受ける立場の両方の、事例を交えながら分かりやすくお話をしていただきまし
た。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 小郡区域委員会

昨年からのコロナ禍で自粛生活となり、しめくくりもできないまま新
年度に突入しました。新メンバーが加入し、新たな気持ちで委員会を
発足したものの、思わぬ状況が続き、今までのような活動ができず、
試行錯誤しながらの一年になりました。

12月　Zoom学習会（エフコープ太宰府支所）

とりくみ内容

今回はエフコープ太宰府支所グループと自宅から参加グループにわかれ、開催しました。Zoomについて、基本
的なしくみから丁寧に解説していただき、概要を学んだところで実践︕それぞれのスマホにアプリをインストー
ルし、別室に分かれてミーティングをしました。最後はわいわいと折り紙で遊び、細かい部分がわかりづらく、
改善の余地ありでしたが、これからも楽しめそうです。

各月　区域委員会試食（自宅）

とりくみ内容

委員から常備しているものを教えてもらい、各自自宅で試食し、アンケートを実施しました。自分ではなかなか
手に取らないものもあり、商品に対する視野が広がりました。家族にも協力してもらいながら、みんなで商品知
識を深めていきました。
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HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 久留米区域委員会

「声かけ　つながり　支えあおう」

「声かけ　つながり　支えあおう」をスローガンに、楽しく活動して
います︕久留米区域は、久留米市、小郡市、うきは市、朝倉市、大刀
洗町、東峰村と広い地域の区域です。久留米には店舗もあり、区域委
員みんなで盛り上げています︕学習熱心な委員が集まり、積極的に学
習会を開催して楽しんでいます。

11月　蒸し雑煮のPOPづくり（エフコープ久留米店）

とりくみ内容

エフコープ久留米店にて、朝倉復興支援のために『筑前朝倉蒸し雑煮』のコーナーを作って積極的にお勧めして
いく、という話を聞きました。久留米区域委員会でも朝倉復興支援のとりくみを応援したいと思い、蒸し雑煮の
立体的なPOPを作り、売り場コーナーを盛り上げました。派手なPOPがお客さんの目を引いたようで、スタッフ
の方々にも喜んでいただけました。

12月　「レクレーション＆ストレスを楽しみに変える方法」学習会（エフコープ久留米支所）

とりくみ内容
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コロナ禍で暗いニュースが多いので、元気が出るような学習会を企画しました。先生をお迎えし、コロナ対策を
きちんとして、「レクレーション&ストレスを楽しみに変える方法」の学習会をしました。状況は変わらなくて
も楽になる、ストレスをためない秘訣を教えていただきました。若さを保つ習慣や、脳を若く保つコツなども知
ることができ、とても有意義な学習会でした。この学習会の内容をまとめ、「くるめ区域委員会ニュース」に載
せました。

1月　「色のパワー（1）」学習会（エフコープ久留米支所）

とりくみ内容

「色のパワー（1）」の学習会を開催しました。色の特性を知り、上手に楽しく色のパワーを活用していくこと
の大切さを学びました。特に、一人ひとり似合うカラーは違うので、パーソナルカラーを知ることが大事だそう
です。若々しく魅力的な自分になるためには色の力を借りていくことが重要だ、と思いました。パワフルな先生
のお話に惹き込まれ、「おしゃれをしていこう︕」という活力が湧いてきました︕



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 筑後区域委員会

筑後区域委員会は「みんなで楽しく、つながりあって筑後」をスロー
ガンに、久留米市の一部・八女市・筑後市・大川市・三潴郡大木町・
八女郡広川町の、福岡県南部の広いエリアで、個性たっぷりの12人で
活動しています。「新しい生活様式」のもと組合員のみなさんに、よ
り良い情報をお伝えしていきます。

毎月　区域委員会（長浜公民館）

とりくみ内容

毎月1回開催しています。例年のように、多くの組合員を募集しての企画ができなかった分、区域委員会の際
に、さまざまな分野の動画を視聴したり商品について学習する機会を設けました。今後はオンラインも含め、組
合員とさまざまな企画ができたらと思います。

毎月　おすすめ一品の試食（自宅）

とりくみ内容

毎月「区域委員会のおすすめ一品」を紹介するため、区域委員会で調理や試食をしていましたが、今年度はコロ
ナにより調理が制限されていました。しかし、おすすめ一品を区域委員それぞれの自宅で調理し、家族に試食を
してもらい感想を聞かせてもらうなど、貴重な機会になりました。
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毎月　区域委員会ニュースの発行（自宅など）

とりくみ内容

区域委員会が再開した9月から、区域委員会ニュース「あっぷるぷる」も復活!! 筑後区域委員会では、3つのグ
ループに分かれ、毎月それぞれが工夫を凝らして作成・発行しています。企画のお知らせがなかなかできない
分、「区域委員会のおすすめ一品」やエフコープ久留米店の紹介などもしています。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ 大牟田区域委員会

大牟田区域は「大牟田市」「柳川市」「みやま市」をエリアとしてお
り、スローガンは「食育」。食べることだけではなく、何を選び、ど
う生きていくか・・・。みんなで学んで生かす活動をめざします。

12月　大牟田区域委員会（まいピア高田）

とりくみ内容

毎月、月初めに開催しています。今年度はコロナ禍で組合員を募っての企画ができなかったため、区域委員会に
集まった時にはみんなで商品についてのことや住んでいる地域についての情報など交流を深めることができまし
た。

11月　大牟田区域委員会（まいピア高田）

とりくみ内容

区域委員会の中でいちばん話題になるのがやはり商品のことです。朝倉の復興支援企画でもあった『筑前朝倉蒸
し雑煮』を試食後に、全員の感想を交えて「区域委員会ニュース」でおすすめし、たくさんの大牟田区域のみな
さんにご注文いただきました。
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12月　クラブ交流会（エフコープ大牟田支所）

とりくみ内容

コロナ禍でクラブの活動内容が制限される中で、各クラブがどのような活動しているのか、今後どのような形で
取り組んでいったらいいのかをみんなで確認する場になりました。活動する上で大事な「ガイドライン」の再確
認を含めて、いろいろな意見交換や交流を行うことで少しは不安を解消できたのではないかと思います。



HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ aromama&kids

アロママキッズでは、「アロマde子育て」をスローガンとして、アロ
マオイルを使ったさまざまなモノづくりやマッサージなどの講座を中
心に、組合員や地域のみなさんが気軽に集える場の開催を行っていま
す。また、レンタルルーム（貸部屋）として活用いただける場所とし
て、地域のみなさんにママ会などでご利用いただいています。（開設
年月 2019年1月）

10月　アロマヨガ（アロママキッズ）

とりくみ内容

2020年度は「新型コロナウイルス感染症」の影響により人が集う企画の開催については、できるだけ控え、実
施する場合は運営ガイドラインを順守し人数制限等を行いながら実施しました。

随時　レンタルルーム（アロママキッズ）

とりくみ内容

アロッマキッズでは、拠点の場全体をレンタルルーム（貸部屋）とする事業を行っています。お子さん連れでの
ママ会や、外部講師による各種講座にて活用いただきました。

http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/index.html
http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/action/index.html
http://testsvm.fcoop-enjoy.jp/test/dede/action/hokokushu/index.html




HOME ＞ 私たちの活動 ＞ 組合員活動報告 ＞ Pono

「女性が元気な地域づくり。心豊かな子育て。笑顔あふれる町づく
り」をテーマに拠点を開設しました。子どもから高齢者まで幅広い世
代に方々の交流の場として、そこで学ぶ子育てや生活の知恵をみんな
でシェアでき、楽しめる場づくりを進めています。新型コロナウイル
ス感染症の影響で開所以降約半年活動を控えましたが、10月以降徐々
に活動を行っています。（開設年月 2020年3月）

10月　あつまれぽの（Pono）

とりくみ内容

組合員や地域のみなさんにPonoを知っていただき、今後のご利用につなげていく目的で「あつまれぽの」と題
した体験会を実施しました。手もみマッサージやヨガ︖などの体験会やアイシングクッキー作りのワークショッ
プを開催しました。

11月　音脳リトミック（Pono）

とりくみ内容

「音脳リトミック」とは、リトミックの要素を盛り込んだ「音楽による育児コミュニケーション」で、親子で
「音」を楽しみ、「音育児」を行う講座です。当日は3組の親子に参加いただき、楽しい時間を過ごしました。
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