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組合員数 117,566人（5月20日現在）

2018年度総代選挙区と定数

総代選挙が公告されました

2018年度

選挙区

来年度の第33回通常総代会に向けて総代選挙を実施します。総代立候補届け出用紙は各センター
や地域担当者で準備しています。立候補される組合員さんは、お気軽にお声がけください。
あなたも総代になって、コープをさらに良くしていきませんか。

公

告

２０１８年６月４日
生活協同組合コープにいがた
総代選挙管理委員長 飯島 美智子

新潟西選挙区

(82名)

1 新潟市（中央区・西区・西蒲区）・
その他 …………………………………82

新潟東選挙区

(63名)

2 新潟市（北区・東区）…………………39
3 村上市、胎内市、新発田市、聖籠町、
関川村……………………………………24

生活協同組合コープにいがた定款(46・47条)及び総代選挙規約に基づき、２０１８年度総代選挙を下記の要領で実施します。

新潟中央選挙区

記
１. 定数及び選挙区
２. 立候補受付期間

定数350名

(80名)

4 新潟市（江南区・秋葉区・南区）……33

総代定数を３５０名とし、各選挙区と総代定数は右記のように致します。
２０１８年６月１８日（月）～７月２０日（金）

5 五泉市、阿賀野市、阿賀町、三条市、
加茂市、田上町、燕市、弥彦村………47

３. 立候補手続き
所定の立候補用紙に記入して提出願います。
４. 立候補届け出用紙
各センター事務所に備え付け、及び地域担当者が配布します。
５. 立候補受付場所
各センター事務所及び、地域担当者
６. 定数を超えた選挙区は、９月３日（月）に選挙の公示を行ないます。
７.（1）総代選挙規約に基づき、２０１８年５月２０日に在籍しているすべての組合員が立候補できます。

中越選挙区

(90名)

6 長岡市、小千谷市、見附市、出雲崎町
……………………………………………58
7 柏崎市、刈羽村…………………………17

(2) 第３３回通常総代会は、２０１９年６月７日（金）ANAクラウンプラザホテル新潟（新潟市）で開催予定です。
以 上

8 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、
津南町……………………………………15

組合員の「代表」として総代さんを選びます。2018年5月20日現在で、コープにいがたの
あなたも総代に 組合員であれば、誰でも立候補できます。定数を上回らなければそのまま当選となります。 上越選挙区

なりませんか？

9 上越市……………………………………27

※配偶者名義で生協に加入している場合、本人は組合員の家族として参加していることになります。
総代になるには、本人の名義で組合員になることが必要です。

コープ学び塾
２０１８

集！

大募
塾生、

(35名)

10 妙高市、糸魚川市……………………… 8

夏休みの課題にもバッチリ！の親子企画。
大人のみの参加もＯＫ！
みんなで一緒に学んでみませんか？
昨年に引き続き、実験を交えての楽しく学べる企画です。
３会場それぞれにテーマが違います。気になるテーマで選んでもよし。
近くの会場を選んでもよし。ちょっと不思議な博士がやって来ます!(^^)!

テーマ 「命の設計図を見てみよう

テーマ 「知られざるオレンジジュースの世界」

(DNA抽出実験)」

宅配やお店で売られているオレンジジュース。パッケー
ジを見ると…ストレート・濃縮還元・〇〇％・無果汁と
いった表示が付いていますよね。飲み比べてみよう。
そして、実際につくってみよう！

生き物は全て細胞で出来ています。細胞の中にDNAがあり
ます。DNAにはその生き物の設計図が詰まっています。そ
して身近な材料を使ってこのDNAを取り出すことが出来ま
す。実際に取り出してみよう！

と き
と き

７月１６日(月・祝) 10:00～11：45

ところ

新潟ユニゾンプラザ

７月３１日(火)
10:00～12：00

ところ

コープデリ上越センター

（小研修室３）

（会議室）

（新潟市中央区上所2丁目2-2）

（上越市富岡3468-1）

テーマ 「ひつじインフィクションゲーム」

＆「あなたの手洗いは大丈夫ですか？」
ノロウイルスのことが学べるボードゲームで遊ぼう！
ここは平和なひつじ牧場。その牧場でトロトロウイルス
という病気が発生！プレイヤーは、シープドックとなっ
て、ウイルス撲滅を目指します。無事、撲滅できるか？
それとも牧場閉鎖となってしまうのか…。正しい手の洗
い方もマスターしちゃいましょう。

講 師：コープデリＣＳＲ推進部
対 象：小学生の親子または大人
参加費：１００円/１家族
定 員：各会場とも１５組
締め切り：７月３日（火）

７月１６日(月・祝) 14:00～16：00

お申し込み・お問合せ

ところ

燕勤労者総合福祉センター

広報ネットワーク室

（燕市大曲３０１５）

川上氏・宮川氏

※申込み多数の場合は抽選とし、全員に抽選結果と
ご案内をお送りします。

と き

（多目的室）

終了後、平和の紙芝居
「かわいそうなぞう」を
上演します

TEL 025ー201ー5561（月～金8:45～17：30）

上記まで６項目をお伝えください。
①参加希望日 ②希望会場 ③参加者名 ④住所 ⑤電話番号 ⑥組合員コード

コープにいがた・ＪＡ全農にいがた共同企画

第１弾

とうもろこし収穫体験 in 津南
７月２８日（土）９時～１２時

日 時
集合場所

津南町役場（中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地）
４０名 （申込多数の場合は抽選）

定 員
参加費

申込方法

現地集合・現地解散

１家族…2,000円

を

９：30

津南町役場集合
とうもろこし収穫体験

６月２９日（金）

10：15 JA津南町雪室倉庫見学

お電話でお申込みください。

11：００

ひまわり広場観光

お名前・組合員コード、当日連絡可能な電話番号、
参加人数、氏名、お子さんの年齢をご連絡ください。

12：00

津南町役場 解散

お申し込み・お問合せは

TEL 025-201-5561

！

産物
の農
町
南
！
JA 津 レゼント
プ

バスで出発
～

きてね

夏休
きして み、
出か
けよう

早起

９：００

（とうもろこし・おみやげつき）
申込締切

新潟県に住む私たちは、毎日おいしい農産物に囲まれて生活し
ています。「旬」のとうもろこしを収穫し、大地の恵みを肌で実
感してみませんか？ 持ち帰って、家族みんなで味わいながら、
生産者や農業体験のお話をして、日々の食事を考えるきっかけに
してにしてください。

予告
※夏に「第2弾 茶豆の収穫体験」、
秋に「第３弾 梨の収穫体験」を予定しています。

広報ネットワーク室まで

( 月～金 8:45 ～17:30）

一緒に平和について学びましょう

戦争遺跡

「松代大本営地下壕」 見学のご案内

長野市に残された戦争遺跡「松代大本営地下壕」を訪れ、過去の戦争やそこに至る歴史などを学びながら、
平和の大切さ、命の尊さを一緒に考えてみませんか？
※コープながのの組合員理事より、説明を聞きながら地下壕を見学します。

7月27日（金）

日 時

集合場所は5ヶ所の予定

目的地

「松代大本営地下壕」

①新潟駅 南口
②コープにいがた本部 ( 新潟市西区山田 2309-7)
③北陸道 栄ＰＡ （上り線）
④コープデリ中越センター ( 長岡市南七日町 2-11)
⑤上信道 新井ＰＡ （上り線）
Ｐ
ＣＯ・Ｏ

（松代象山地下壕） 長野市松代町西条 479-11

参加費

バスツアー

大人…3,300円 子ども（～中学生まで）…2,300円
（バス代・昼食代として）

40人

募集対象

小学生以上の親子（大人だけの参加も可）

※申込多数の場合は抽選とします。
※抽選結果を郵送にて 7 月 13 日 （金） までにご連絡いたします。
※参加者には詳しいご案内をお送りします。

締切り

TEL 025-201-5561

7月6日（金）

たんぽぽさんの活動日誌
○月△日
もうすぐ90歳になるＡさん宅に掃除の活動に行
ってきた。
活動中に私の知らない音楽が流れていて毎回新し
い発見があって楽しい(^^)
音楽にあわせてＡさんも口ずさみながら、片付け
を一緒にやった。
からだが自然に動いてお部屋もスッキリ！

〇月〇日
今日はＢさんのお宅で２回目の留守宅子守り。
先回Ｃちゃんはいっぱい泣いたけれど、今日はＣちゃんの大好きな
おもちゃで一緒に遊んだ。
お昼はママが作っておいてくれたおにぎりをたくさん食べてご機嫌。
ママのおにぎりおいしいね。

くらしの助け合い

たんぽぽの会

コープにいがたの組合員同士、お互いのくらしを支えあい助け合う
有償の活動を新潟市北区・東区・中央区・江南区・西区で展開中！
問い合わせ先

TEL・FAX

０２５ー２０１ー５５７０（平日9：00～16：30）

16：15
17：30
18：00
18：30
19：00

広報ネットワーク室まで
理事会報告

んぽぽの会
た

7：45
8：15
8：45
9：15
10：30
11：45
12：45
14：45

※お子さんで昼食無しを希望の場合はご相談ください。

定員

お申し込み・お問合せは

時間

第12回理事会

スケジュール（予定）

①新潟駅 南口 出発
②コープにいがた本部 出発
③栄ＰＡ 出発
④コープデリ中越センター 出発
⑤新井ＰＡ 出発 （トイレ休憩）
昼食（おぎのや 長野店で釜めし）
松代大本営見学
小布施ハイウェイオアシス
（トイレ休憩・お買い物）
新井ＰＡ着
中越センター着
栄ＰＡ着
コープにいがた本部着
新潟駅南口着

( 月～金 8:45 ～17:30）

4月12日（木） 本部で開催

＜審議事項＞
1.第32回通常総代会 日時・場所・議題決定の件について提案があり承認された。
2.第32回通常総代会議案準備の件について提案があり剰余金処分案については承認され他
の議案については次回理事会に向け引き続き検討していくことが確認された。
3.日本生協連第68回通常総会・コープ共済連第10回通常総会 代議員選出の件について提
案があり承認された。
4.コープデリ連合会第27回通常総会 代議員選出・役員推薦の件について提案があり承認された。
5.新潟県生協連第56回通常総会 代議員選出・役員推薦の件について提案があり承認された。
6.コープデリ連合会への貸付の件について提案があり承認された。
7.コープデリ連合会の日本生協連に対する債務について連帯保証を行う件について提案が
あり承認された。
＜報告事項・主な内容＞
1.一般活動報告
エリア協議会報告として＜2月度コープ会開催状況＞＜次年度コープ会準備＞＜エリ
ア協議会企画の状況＞などの報告があった。たんぽぽの会報告として＜3月度活動告
＞＜3月度会員登録状況＞＜たんぽぽの会幹事会議事録＞などの報告があった。
2.コープデリ諸会議報告＜コープデリグループ3月度まとめと4月度課題＞などの報告があった。
3.常勤役員報告、業務各課報告＜3月度まとめと4月度課題＞＜共済推進状況＞＜組合員拡
大状況＞＜利用者状況＞＜分類別利用状況＞などの報告があった。
＜監事会報告＞
1.＜第19回監事会議事録＞＜第20回監事会議事録＞＜第21回監事会議事録＞＜第22回監事
会議事録＞などの報告があった。

監事会報告

第22回監事会 4月4日（水） 本部で開催

＜協議事項＞
1．出資金証明書を作成した。
2．「重要書類の閲覧」「組合員活動報告書の閲覧」「機関会議議事録の確認」を行った。
第23回監事会 4月12日（木）本部で開催
＜協議事項＞
1．総勘定元帳を閲覧した。
2．期末監査所見について協議した。

