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コープの お店

毎日の食卓を豊かに・楽しく、そしておいしく！
土・8●
日
7●

1/

恒例

くらし応援
フェア

金
3●

ポイント

5倍

2/

臨

節分祭
開催！

時

ポイント

5倍

「福を呼び込む恵方巻」
を各種ご用意して
お待ちしています。

１月はビンゴはお休みです。ご了承くださいませ。
は 2/ 金 です

2 月 Ｗビンゴ スタンプ開始
日
15 ●

1/

６５歳以上の
シニア会員様対象

3●

おとくメール

会員募集中！
チラシの更新情報や
お得情報を配信します。

金 ・27●
金
13●

1/

「グリーンカーテン大作戦」
グリーンカーテン大賞決定！
4月にお知らせした「グリーンカーテン大作
戦」で、ゴーヤの種プレゼントに2,325人のご
応募をいただきました。
7月号でご案内のグリーンカーテンコンテス
トへのご応募は28人でした。
いずれも素晴らしい出来栄えの中、吉山久
美子さん（下京区）がみごと「グリーンカーテン
大賞」に選ばれました。
「
『自分で育てた野菜を食卓に出してみたい』
という思いから応募しました。初心者なので失
敗もしましたが、試行錯誤しながら何とか完
成。小さなゴーヤの実ができた時はとてもう
れしかったです」と吉山さん。ご家族で一緒に
カーテンを作りあげた点が評価されました。
吉山さんのお宅では、熟した実から種を取り
出し、冷蔵庫に保管して、次の夏に向けての準
備がすでに始まっています。
たくさんのご応募、ありがとうございました。

５％引！

クーポンメール
ご提示で

kyoto-coop@am.md
上記アドレスに空メールを
送信してください。

93.1％

マイバッグ 持参率

推定でレジ袋 104 万枚（原油換算でドラム缶 52 本分 ）
の削減となり
ました。これにより削減できたCO₂ 量は、44t-CO₂ です。

＊リサイクルデータ（10 月度）
＊
回収先

牛乳パック

お店 宅配

トレー

お店

ＰＥＴボトル

お店

卵パック

お店 宅配

回収量
（回収率）

削減CO₂

11.3 t（53.2％） 10.1t‐CO₂
1.3t（49.2％）

6.2t‐CO₂

7.0 t（169.5％） 22.9t‐CO₂

宅配

1.6t（35.0％）

6.0t‐CO₂

382.2t（86.2％）

※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
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コープ下鴨

97,054 kwh

コープきぬがさ

23,511 kwh

要予約

参加費無料

平成 27 年から相続税の基礎控除額が
引き下げられ、課税の対象となる方が増
加します。いざという時に知っていれば役
に立つ事柄を、司法書士を講師に招きお
話しいただきます。どうぞお気軽にご参加
ください。

日時 2 月 26 日（日）
10：00 ～ 12：00
場所 公益社

南ブライトホール

ＪＲ京都駅八条口 徒歩５分

洛王セレモニー

城陽会館

城陽市平川横道 58－1

申し込み・問い合わせ

京都生協クオレ案内センター

発電量（累計）

124,250 kwh

「相続・遺言学習会」を
開催 ！

洛中支部

139,648 kwh

コープ城陽

149,076 kwh

申し込み先着順。定員になり次第締め切
り。希望会館名、参加者氏名、電話番号を
お伝えください。

075－803－0148

受付時間 9：00 ～18：00

2016 年に取り組んだ「くらしを守る取
り組みを支える募金」は、

総額 1,287,426 円

(2016 年 12 月8 日現在 )となりました。

ご協力いただき厚く御礼申し上げます。

この募金は、くらしの安心を実現するた
めのとりくみや、税・社会保障を考えると
りくみの学習・宣伝費用、京都消費者大会、
母親大会などの参加費用、および分担金
として活用されます。

京都市南区新町通九条下ル

くらしの助け合いの会
配食グループ

28 年前「ひとりぼっちで食事をとらな
いで、みんなで食べましょう」とお食事会
が始まり、その年の 9 月に「会場に来られ
ない人のためにお弁当を届けましょう」と
配食活動が始まりました。今では、左京区
のコープ下鴨と北区のきぬがさ会館を交
互に使いながら、100 食を超えるお弁当
をお届けしています。
20 種類以上の食材と和食のおいしさ、
手 作りにこだわって作り続けています。
「週に一度やけど楽しみにしてるんやで
～」の声に励まされています。
調理、運転、添乗スタッフを募集します！
・お料理好きな方
・料理のレパートリーを広げたい方
・ボランティアに関心をお持ちの方
・コープ下鴨ときぬがさ会館に来られる方
お申し込みをお待ちしています。
申し込み・問い合わせ

福祉ネットワーク（担当：やすなが）

075－465－6882

10：00 ～16：00（土日祝休）

第 53 回通常総代会を以下のとおり開催
します。

日時 6 月 8 日（木）
10：00 ～ 12：30（予定）
会場 京都テルサ

（京都市南区新町通九条下ル）

議案（予定）
1. 2016 年度 事業報告、剰余金処分
2. 2017 年度 事業計画、予算
3. 役員報酬決定の件
4. 第 53 〜 54 期役員選任の件、その他

消費者力パワーアップ
セミナー2016（第３期）

新春「住まいの
相談会」開催

場所 京都テルサ・
東館 2 階セミナー室

「お弁当づくりやお届けを
手伝ってみませんか？」

第 53 回 通常総代会
開催のお知らせ

募金の御礼とご報告

日時 1月 30 日（月）
10：30 ～ 14：30

0120-075-238（南ブロック）

上の二次元
バーコードも使えます。

環 境 のとりくみ

カタログ類

を開催します。
「今ある平和は たからもの～未来をつ
くるのは私たち～」をテーマに、気軽に「平
和ってなに？」など考えあう１日にしませ
んか？
・児童文学者あまんきみこさんのお話
・平和のとりくみ報告
・フリータイム（ブース見学）などを予定

お住まいの各ブロック事務局、
または 南ブロックまで
吉山さんと 2 人の娘さん。
大賞賞品の電動自転車と
一緒に

種別

昨年までの平和活動交流会の名称を変
更し「みんなでいこう ピース＆ピース」

申し込み・問い合わせ

「おトクメール」会員様対象

11月度

みんなでいこう
ピース＆ピース
（平和活動交流会）に
参加しませんか

新年を迎えて大切なわが家を見直しま
せんか ？メーカーショールームにてコー
プハウジングの担当者が住まいのご相談
を承ります。

【ご相談事例】
水廻りのリフォーム（浴室・給湯・トイ
レ・洗面・キッチンなど）
、断熱サッシや
玄関ドア、屋根外壁、内装工事など。
「住
宅ストック循環支援事業」による補助金の
ご相談も承ります。
ご相談やお見積りは無料ですので、お
気軽にお越しください。

日時 1月14 日（土）
10：00 ～ 17：00
LIXIL 京都ショールーム

交通

1月15 日（日）
10：00 ～ 17：00
TOTO 京都ショールーム

いずれも地下鉄烏丸線東西線
「烏丸御池」下車
徒歩 5 分ほど
駐車場あり

参加費

無料

申し込み・問い合わせ

コープハウジング（担当：梅田）

ご来場の日時とご相談内容をお申し出く
ださい。

0120－818－395
府外からは
075－682－5760
9：30 ～17：15（日祝休）

「くらしの安心・安全」をテーマに消費
者力パワーアップセミナーを下記のとお
り開催します。

開催日

1/31
（火）

内

容

防災気象情報のくらしの
中での活用
講師：京都地方気象台
災害に備えて私たちが安心・
安全に暮らすために、防災気象
情報の利用法などを、わかりや
すく解説していただきます。
「食品表示」を学ぼう！
講師：坂本茂さん

（特定非営利活動法人京都消費者

契約ネットワーク監事）
2/7
（火） 食品表示に関する理解を深め

て、表示を活用したかしこい食
品選択を、事例を用いてわかり
やすくお話していただきます。

時間 各日10：00 ～ 12：00

会場 京都市消費生活総合センター
参加費

地下鉄「烏丸御池」下車
3-1・3-2 番出口すぐ
無料

申し込み期間
主催

1月 5 日（木）
～ 1月 26 日（木）

京都市・コンシューマーズ京都・
京都生協

申し込み 京都いつでもコール
（京都市市政情報総合案内コールセンター）

075－661－3755
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