コープの お店
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★

と ★
月 の と く く 情報

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。
9月

5日（土）・6日（日）

5倍

ポイント

くらし
応援

9 月 Ｗビンゴ実施！
スタンプ開始は

9月5 日（土）から

12日（土）・13日（日）

12日（土）は

9月

9月

鳥取フェア開催！ ★★

ポイント

臨時

5倍

産直せいきょう牛乳・産直鳥取牛のふるさとから、
おなじみ産直商品や鳥取のこだわり産品を、
お買得価格でご提供。どうぞお楽しみに！
※せいきょう牛乳の生産者のみなさんや、鳥取メーカーさんによる試食も実施！
（実施店舗は当日の折込チラシでご案内します）
５歳以上の
15日（火）６シニア会員様対象

9月

11日（金）・25日（金）

9月

「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
6月度
7月度

ペットボトルキャップの回収量

プラスチック再生事業者への
送付はありませんでした。

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。

94.0％

マイバック持参率

推定でレジ袋 99 万枚
（原油換算でドラム缶 49 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（6 月度）
＊
種別

回収先

回収量
（回収率）

削減CO₂

10.8t（51.5％） 9.7t‐CO₂

牛乳パック

お店 宅配

トレー

お店

1.4t（46.3％）

ＰＥＴボトル

お店

7.4t（174.2％） 24.1t‐CO₂

卵パック

お店 宅配

カタログ類

宅配

7.0t‐CO₂

1.8t（39.1％）

6.8t‐CO₂

393.2t（89.4％）

※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。

各施設の太陽光発電
洛北支部

75,796 kwh

洛中支部

56,034 kwh

コープ下鴨

47,873 kwh

コープ城陽

73,959 kwh

コープきぬがさ
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発電量（設置以降の累計 kwh）

5,664 kwh

葬祭ホール見学会
参加者募集！

2015 年度の
総代選出について
７月21日、第２回総代選挙管理委員会
を開催し、立候補・推薦受け付け期間内の
届け出がすべての選挙区で定数内であるこ
とを確認しました。よって、総代選挙規約第
９条に基づき、519 人全員を無投票当選と
して決定しましたので、お知らせします。任
期は、
2015年8月～2016年７月となります。
内訳は次のとおりです。
北ブロック（106） 東ブロック（95）
西ブロック（124） 南ブロック（113）
両丹ブロック（81）
2015 年７月21日
京都生活協同組合 総代選挙管理委員会

要予約

参加費無料

コープ葬クオレで利用できる
「公益社」
「洛
王セレモニー」の下記会館を、葬儀社のス
タッフが個別にご案内します。
「お葬儀の
スタイルをイメージする機会」としてお役
立てください。

日時 9 月13 日（日）

①10：00 ～ ②11：00 ～ ③12：00 ～
④13：00 ～ ⑤14：00 ～ ⑥15：00 ～

会館

洛王セレモニー㈱

コープ保険サービスの
保障の 個別

何でも相談

「今、入ってる生命保険の内容って私に
あっているのかな？」
「自動車保険、安く
ならないかな？」など、お気軽にご相談く
ださい。
コープ保険サービスは、ご家族にムリ・
ムラのないぴったりの保障を確保してい
ただくことをめざしています。
ご相談は無料！お気軽にご利用ください。
申し込み・問い合わせ

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）は、京都生協が100％出資する
子会社で、生損保の保険代理店です

募金への御礼と
ご報告
6 月～ 7 月に取り組んだ

ユニセフ「ネパール大地震緊急募金」は

1,515,153

総額
円となりました。
この募金は、ユニセフ協会を通じて送金
されます。募金にご協力いただきました
皆さまに、厚く御礼申し上げます。

京都生協のユニセフ指定募金は、今年
度よりラオスからミャンマーにかわります。
実際に現地ミャンマーへ行き支援内容を
視察するツアーが、2016 年 2 月に行なわ
れます。ミャンマー・スタディツアーへ京
都生協の代表を送り出すための募金に、
ぜひご協力ください。なお、
スタディツアー
関係経費を差し引いた募金残高は、ユニ
セフ募金とさせていただきます。

募金は注文書で

㈱公益社

・西ブライトホール・北ブライトホール
・中央ブライトホール・南ブライトホール
・宇治ブライトホール・山科ブライトホール
・亀岡駅前ホール・亀岡篠ホール
・東山会館・山科御陵ホール・ホールらくさい
・ホール桂・久世メモリアルホール
・ホールふかくさ・伏見桃山ホール
・長岡京ホール・宇治ホール・城陽会館
・吉祥院ホール・向日上植野ホール
申し込み・問い合わせ クオレ案内センター
ご見学になりたい会館名、
希望時間、
お名前、
お電話番号、参加人数をお伝えください。

075－803－0148

（受付時間 9：00 ～18：00）

袖志の棚田での稲刈りに
参加しませんか
「日本の棚田百選」にも選ばれた美しい
「袖志の棚田」で稲刈りを行ないます。京
都生協は今年４月、この棚田を保全するた
めの「モデルファーム協定」を締結し、５月
には 100 人以上の組合員、職員、学生ボ
ランティア等の参加で田植えをしました。
次はいよいよ稲刈りです。ご家族みんな
でぜひご参加ください。
※今回は参加者ご自身の車などでの自由
参加となります。

日時 ９月12 日（土）
13：00 ～ 15：30 ごろまで

場所 京丹後市袖志集会所前集合

毎回好評！
「エンディングノート
の書き方」学習会

ユニセフ・ミャンマー・
スタディツアー代表派遣
募金にご協力ください！

９月５回～ 10 月３回の注文書に
ご記入ください。

注文番号 １１２５

１口 100 円

ポイントによる募金

たまったポイントから募金する場合は、９月
５回～10月３回の宅配注文書の注文番号記
入欄に以下の番号と口数をご記入ください。

注文番号 ２７９９６０ １口 100 円

（e フレンズからも同様に募金できます）

とちの木の森探検
森の木の実で
クッキング

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
募集人数 20 人（定員になり次第締め切り）
参加費 100 円（資料代）

申し込み・問い合わせ

共済事業部 ＬＰＡ事務局（担当：竹内）

075－662－5100

9：30 ～17：00（土日祝休）

講師：杉本節子先生
（料理研究家 京町家杉本家10代目）

日時 10 月10 日（土）
10：30 ～ 15：00

市街地から約 30 キロ離れた、
５世帯７名の小さな集落です
集合 ふるさと味あやべ工房
綾部温泉 二王館入り口から約 300m 北
（自家用車でご参加ください）
参加費 １人 500 円
とちもちぜんざい付き
募集人数 親子 25 人
持ち物 昼食、飲み物、雨具
申し込み締め切り

日時 ９月 30 日（水）
10：30 ～ 12：30
場所 クオレ案内センター会議室
（コープ二条駅店北側）

おやこ料理教室
『めざせ！和食名人』

とちの木の原生林を「水源」までハイキン
グした後、地元のおばあちゃんたちと一緒
にとちおかきを作ります。
「森」を身近に感
じ「食」について学ぶ楽しい親子企画です。

場所 綾部市古屋地区（こやちく）

いつかは、訪れる人生の終い…。
自分らしく終い仕度をしていきましょう。
自分の軌跡と思いをメッセージに残し、残
された家族や親しい人がいざという時に
困らないための大切な記録「エンディング
ノート」について学びます。
講師：京都生協組合員 LPA( ライフプラ
ンアドバイザー )

テレビ や雑誌で 人 気の杉 本 節子先生
に、一汁三菜を教えていただきます。食
事のマナーも学びます。

日時

9 月 27 日（日）
10：30 ～ 13：30

場所 京都テルサ東館 2 階

（京都市南区東九条殿田 70）
近鉄「東寺」下車徒歩 5 分
地下鉄「九条」下車徒歩 5 分

調理室

参加費 １人 800 円
募集人数 小学 3 ～ 6 年生の子どもと
その保護者 8 組
持ち物

エプロン、三角巾、手ふきタオル

申し込み・締め切り

9 月11日（金）

9 月14 日（月）

袖志は丹後半島の最北端経ヶ岬から国道
178 号を西へ数㎞いったところにある集落
です。集会所は袖志集落の西端にあります。

申し込み・問い合わせ 組織運営部

申し込み・問い合わせ
京都生協地産地消 推進担当：福永晋介まで

件名 「とち」または「料理」
参加者名と年齢（学年）
、住所、電話番号、組合員番号（出資番号）をお知らせください。
申し込み多数の場合は抽選となります。当選者には詳しいご案内を郵送します。

075－693－6262

キッズクラブ事務局

075－672－6304（月～金）9：00～１７：00
kidsclub@kyoto.co-op.jp
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