コープの お店

7月

★

の

と く と く ★情報

「相続」はライフプランの
最終章です
～やさしい相続の
基礎知識～

毎日の食卓を 豊かに・楽しく、そしておいしく！
コープのお店にぜひお越しください。
7月

4日（土）・5日（日）

5倍

ポイント

くらし
応援

7月24日（金）
臨時
ポイント

5倍

15

スタンプ開始は

7月4日（土）から

★

夏土用の丑 ★★
うなぎ祭り開催！
★

６５歳以上の

日（水）シニア会員様対象
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7月

（コープ二条駅北側）

交通 ＪＲ・地下鉄東西線「二条」
、市バス
「二条駅前」下車、いずれも徒歩３分

24

日（金）
・

日（金）

「おトクメール」会員様対象

５％引！

クーポンメール
ご提示で

環 境 のとりくみ

日時 ８月19 日（水）
10：30 ～ 12：00

場所 クオレ案内センター会議室

生産者限定！タレにもこだわっ
たコープおすすめ鰻の蒲焼きで
スタミナアップ！サイドメニュー
も充実。ぜひご利用ください。

さくら卵
特価販売！
7月

7 月 Ｗビンゴ実施！

2015年1月に相続税が改定されました。
もしもの時に、残された家族が安心して
生活できるように、誰 ( 遺族 )に何 ( 遺産 )
を残すのかを考えておくことは大切なこと
です。
「相続」が「争族」にならないために、
改定のポイント、相続や遺言の基礎知識を
学びましょう。
講師は、組合員ＬＰＡ（ライフプラン・
アドバイザー）が担当します

464,400 個

募集

20 人

CO・OP 共済

「共済掛金払込証明書兼割戻通知書」発
送時期変更のお知らせについて
2014 年まで
商品ごとに発送時期と通知物を分けてお
届けしていました。
2015 年から
《たすけあい》の「割戻金のご通知」と「共
済掛金払込証明書」
、
《あいぷらす》
《ずっ
とあい》の「共済掛金払込証明書」をそれ
ぞれひとつにして、まとめて９月に発送い
たします。
※《あいあい》
《新あいあい》
《火災共済》の
「共済掛金払込証明書」は10 月のお届けに
なります。
問い合わせ コープ共済センター

0120－654－ 258

9：00 ～18：00（日・年末年始休）

参加費 1人100 円（資料代）
申し込み締め切り ８月14日（金）
定員になり次第締め切ります
申し込み・問い合わせ

共済事業部

075－662－5100（担当：竹内）
９：30 ～17：00（土日祝休）

お買いものサポーター「みちくさ」は視覚
に障害のあるリスナー約 60 人に、生協の
商品案内を読みあげて録音したＣＤ「声の
キャンバス」をお届けしています。利用を
始められた方から「こんなにたくさん商品
があることを知り驚きました。いろいろ頼
もうと思います」
「チケットや日用品の案内
を毎回楽しみにしています」
「お家まで運
んでもらえるのでとても楽です」などたく
さんの喜びの声をいただいています。
本を読むのが好きな方、音読に興味をお
持ちの方、
ボランティアに関心をお持ちの方、
ぜひお手伝いください。

「くらしの助け合いの会」
をご存知でしょ
うか？
「困ったことがあったら言うて。お手伝
いするよ！」
「困った時には、組合員どう
し助け合いましょう！」と 29 年前に始ま
りました。今年 3 月で、会員数 2226 人に
なりました。
「けがをしたので手伝ってほ
しい」
「年をとって思うように掃除ができ
なくなってきた…」
「双子が産まれました。
食事と洗濯を手伝ってほしい」などの依
頼を受けています。
何か特別なことをしていただくのでは
なく、日頃みなさんがお家でされている
お掃除や洗濯、食事作りなどでお手伝い
いただく活動です。
利用希望者は多いのですが、お手伝い
いただける活動会員さんが足りません。
ぜひ、お手伝いいただけませんか！？

※トレーとPET ボトル・ボトルキャップはお店のみ、カタログ類は宅配のみの回収となります。

パソコンがあれば必要な機器をお貸しし
ます。

くらしの助け合いの会

各施設の太陽光発電

問い合わせ

4月度
5月度

ペットボトルキャップの回収量

売却益は、プラスチック再生事業者を通して、認定ＮＰＯ法人「世界の子
どもにワクチンを日本委員会
（ＪＣＶ）
」
へ寄付されます。

94.1％

マイバック持参率

推定でレジ袋 100 万枚（原油換算でドラム缶 50 本分 ）
の削減となり
ました。これにより削減できたCO₂ 量は、42t-CO₂ です。

＊リサイクルデータ（4 月度）
＊
種別

回収先

回収量
（回収率）

削減CO₂

牛乳パック

お店 宅配

9.4t（46.8％）

8.4t‐CO₂

トレー

お店

4.0t（132.4％） 19.8t‐CO₂

ＰＥＴボトル

お店

5.2t（163.8％） 16.8t‐CO₂

卵パック

お店 宅配

カタログ類

洛北支部
コープ下鴨
コープきぬがさ
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声のキャンバスの
“音訳”ボランティア
大募集！

（ポリオワクチン 540 個分）

宅配

3.0t（66.1％） 11.1t‐CO₂
317.4t（72.8％）

発電量（累計）

68,068 kwh
39,588 kwh

洛中支部
コープ城陽

43,784 kwh
61,604 kwh

福祉ネットワーク担当（やすなが）

075－465－6882

京丹後 琴引浜
親子で磯遊び

琴引浜での磯遊びや自然とのふれあいを
通して、
「食」
の大切さを知る親子企画です。

日程 8 月11日（火）雨天決行
スケジュール
8：00 京都駅八条口 出発
11：00 京丹後市網野町琴引浜着
①磯遊び（獲れた貝類は持ち帰り可能）
②昼食後、丹後王国「食のみやこ」へ
18：00 頃 京都駅八条口帰着予定
（道路状況により遅れる場合あり）
募集人数 50 人
（小学生以上。子どものみの参加は不可）
参加費

1人 2000 円（お弁当付き）

服装持ち物 水着、水中メガネ、軍手、
磯遊び用の濡れてもよい靴、タオル、
着替え、保冷バッグ、帽子、飲物、雨具
など
申し込み締め切り ７月16 日（木）

「活動会員大募集中！」
あなたのお力
お貸しください！

申し込み・問い合わせ

075－465－6886

10:00 ～ 16:00（土日祝休）

こども料理教室
おやこ料理教室

～夏休みバスツアー～

《たすけあい》
《あいぷらす》
《ずっとあい》にご加入の皆様へ

申し込み・問い合わせ

in 京都聖母女学院短期大学

大学の先生を講師に、学生さんと一緒
に楽しく料理を作ります。
子ども料理教室

日程 ８月 21日（金）
募集人数 小学１～ 4 年生 10 人
（保護者の方は見学です）
参加費 1人 800 円
おやこ料理教室

日程 ８月 23 日（日）
募集人数
参加費

4 歳以上の未就学の親子５組
親子 1500 円

時間 10：30 ～ 14：30

場所 京都聖母女学院短期大学

京阪「藤森」下車徒歩 5 分
JR「稲荷」下車徒歩 15 分
※公共交通機関でお越しください
申し込み締め切り ７月 23 日（木）

京都生協キッズクラブ事務局

075－672－6304（月～金 9：00 〜 18：00）
kidsclub@kyoto.co-op.jp

件名 「料理教室」または「磯遊び」
参加者と保護者の氏名、年齢、住所、電話番号、組合員番号
（出資番号）をお知らせください。※申込み多数の場合は抽選

仏壇・仏具
「クオレのお盆セール」を
開催！
クオレ案内センター「コープ仏壇店」に
て、生協おすすめの仏壇、仏具がお得に
購入いただけるセールを開催します。
「松
榮堂」
「薫寿堂」のお線香、お香の他、手
元供養商品も多数ございます。
※セール期間中ご来場の方に「粗品」をプ
レゼント！

期間 ７月4日（土）～ 8 月23日（日）まで
場所 京都生協クオレ案内センター
「コープ仏壇店」
住所

京都市中京区西ノ京星池町２１７
（コープ二条駅店北側）
交通 ＪＲ・地下鉄東西線「二条」下車すぐ
京都市バス・京都バス「二条駅前」下車すぐ

問い合わせ
営業時間

0120－402－900

9:00 ～ 18:00

新登場
コープの葬儀保険
「自分の葬儀代くらい自分で用意した
い」という、生協の組合員の声から生ま
れた商品です。
無審査・無告知の保険です。
（一定の加入条件があります）
問い合わせ・申し込み

コープ保険サービス

0120－39－9775

10:00 ～ 17:00（土日祝休）
※コープ 保険サービスでは、生命保険・
ケガ保険・自動車保険・火災保険・ペッ
ト保険などを取り扱っています。
※コープ保険サービス
（(株)京都コープサー
ビス）とは、京都生協が 100% 出資す
る子会社で、生損保・少額短期保険の
保険代理店です。

2,850 kwh
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