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コープの お店

くらしの見直し講演会
「介護を踏まえた
マネープランの必要性」

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。
11月

7日（土）・8日（日）

11月

5倍

ポイント

くらし
応援

21日（土）

スタンプ開始は

11月

ポイント

臨時

5

11 月 Ｗビンゴ実施！

歳末
恒例

倍

５歳以上の
15日（日）６シニア会員様対象

介護が必要になった時のくらしや費用、
高齢者の介護施設や住まいの種類と選択
方法についても学びます。

11月 7日（土）から

日時

28日（土）・29日（日）

（京都市下京区室町通四条下る鶏鉾町491）
地下鉄「四条」
、阪急「烏丸」
市バス「四条烏丸」下車、いずれも徒歩 2 分
募集 50 人
申し込み
店舗サービスカウンター、
共済カウンターに備えつ
けの専用申し込み用紙で
郵送。
ホームページからも申し
込みできます。

大産直フェア！★
★

※１１月２８日
（土）
は臨時ポイント５倍を実施！
11/28（土）はおトクな数の子値引き企画も実施。
この機会をお見逃しなく！

11月

（講師：薮内美樹さん）

13日（金）・27日（金）

11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

11月 29 日（日）
10：00 ～ 12：00
場所 池坊学園第１会議室

問い合わせ

共済事業部（担当：竹内）

075－622－5100

9：30 ～17：00（土日祝休み）

環 境 のとりくみ
8月度
9月度

ペットボトルキャップの回収量

430,000 個

（ポリオワクチン 500 個分）

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 102 万枚（原油換算でドラム缶 51 本分 ）
の削減となり
ました。これにより削減できたCO₂ 量は、43t-CO₂ です。

＊リサイクルデータ（8 月度）
＊
種別

回収先

回収量
（回収率）

削減CO₂

11.7t（46.0％） 10.4t‐CO₂

牛乳パック

お店 宅配

トレー

お店

2.1t（81.7％） 10.3t‐CO₂

ＰＥＴボトル

お店

9.8t（165.1％） 32.0t‐CO₂

卵パック

お店 宅配

1.8t（33.9％）

カタログ類

宅配

6.5t‐CO₂

186.9t（42.3％）

※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

発電量（設置以降の累計 kwh）

洛北支部

81,613 kwh

洛中支部

67,482 kwh

コープ下鴨

55,027 kwh

コープ城陽

84,851 kwh

コープきぬがさ
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7,835 kwh

2016 年度
家計簿モニター募集！
！
「生協の家計簿」をつけて毎月の集計を
生協に提出しませんか？家計簿をつける
と私の暮らしが見えてきます。集計に参
加して生協の家計調査にご協力ください！
ご登録いただいた方にもれなく「生協の家
計簿」をプレゼント☆

期間 2016 年１月～ 12 月の1年間

・年６回以上の提出者にポイントプレゼント。
・｢家計簿だより｣（月刊）
、実施した調査の
まとめをご報告します。
・学習会や交流会のご案内を差し上げます。
申し込み ①名前②年代③住所
④電話番号⑤出資番号を記入の上、
ハガキ・ＦＡＸ・E メール、電話でお申し
込みください。登録用紙をお送りします。
応募締め切り 12 月18 日( 金 )
宛先 〒601－8382
京都市南区吉祥院石原上川原町１－２
京都生協 組織運営部 家計担当 まで
問い合わせ

組織運営部 ( 担当：松本・松村 )

075－672－6304
075－661－4311
kakeitantou@kyoto.co-op.jp

ご存じですか？
コープの介護保険
コープの介護保険は、組合員の声から生
まれた商品です。もしも所定の介護状態
になった場合、資金面でお役に立ちます。
「コープの介護保険」ご加入者の声

加入した理由は？

①将来、自分が介護状態になったときに
備えておきたいから
②保険料が手ごろだったから
③家族や親族の介護を経験したことが
あるから

キッチン、浴室、トイレなどの水廻りの
リフォームをお考えの方にお知らせです。
住まいの省エネはまず給湯設備の見直し
から。約 10 年が取替えの目安と言われて
います。今回特別にノーリツのガス給湯器
とガラストップビルトインコンロの展示を
いたします。水廻りと同時にご相談できる
チャンスです。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

ぜひ一度パンフレットをご覧ください

場所 ＴＯＴＯ京都ショールーム

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（( 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。

京都聖母女学院短期大学の先生を講師
に、学生さんにサポートしてもらいながらフ
ルーツを使ったクリスマス料理を作ります。
メニュー：グリルチキン・ツリーサラダ・
コーンライス・フルーツパフェ

日時 12 月19 日（土）
13：30 ～ 16：00
場所 京の食文化ミュージアム
あじわい館

（京都市下京区中堂寺南町 130）
JR「丹波口」下車徒歩 5 分
参加費 1000 円
持ち物 エプロン、三角巾
募集 9 人（小学１年生～４年生）
応募多数時抽選、聖母料理教室
初参加者を優先します
申し込み締め切り 11 月 17 日（火）
申し込み・問い合わせ

12 月 5 日( 土 ) ・6 日( 日 )
10：00 ～ 17：00

（駐車場あり）
交通 地下鉄烏丸線・東西線
「烏丸御池」下車4ｰ1番出口より徒歩5 分
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

9：30 ～ 17：15（日祝休み）

「福島の子ども保養プロジェクト」
への募金にご協力ください
「福島の子ども保養プロジェクト」は、外
遊びが思うようにできない子どもたちと
その保護者を対象に、県内外の放射線の
低い地域で過ごしてもらうとりくみを続
けています。子どもたちが青空のもと健や
かに遊べる福島を取り戻すため、全国の
生協と一緒にとりくむ「福島の子ども保養
プロジェクト」を支援する募金にご協力を
お願いいたします。
募金は注文書で
11月16 日～ 12 月11日の
注文書に口数をご記入ください。

注文番号 １１２５
福島の子ども募金 １口100 円

ポイントによる募金

注文番号 ２７９９６０ 1口100 円

※「ｅフレンズ」でも募金できます

店舗での募金方法
11月9日～12月11日、
サービスカウンター
に募金箱を設置します

組織運営部

075－672－6304

９：00 ～ 17：00（土日休）

kidsclub@kyoto.co-op.jp

件名「料理」
、保護者と子ども氏名、学年、住
所、
電話番号、
組合員番号をご連絡ください。

TOTO ＆ノーリツ
住まいの給湯暖房省エネ
相談会開催

(出典
「コープの介護保険加入者向けアンケート」
）

申し込み・問い合わせ

こども料理教室
「サンタのフルーツクリスマス」

「第14 回書損じハガキ等
回収キャンペーン」の報告
京都生協は、家庭でできる国際協力と
して、NGO ハンガー・フリー・ワールド
が呼びかける「第 14 回書損じハガキ等回
収キャンペーン」に参加しました。今年の３
月～５月にかけて、組合員の皆さんから寄
せられた回収封筒は 4,466 件、換金額は
751万 5,402 円になりました。ご協力あ
りがとうございました。
未使用・書損じハガキ

3,007,278 円

未使用切手

1,586,234 円

使用済み切手

118,625 円

ブルーチップ・グリーンスタンプ

334,500 円

使用済みディズニーパスポート

933,191円

中古 CD・DVD・ゲーム

131,390 円

金・プラチナ
外国紙幣
合計

1,177,766 円
226,418 円
7,515,402 円

支援の詳細は、ハンガー・フリー・ワー
ルドのホームページをご覧ください。

http://www.hungerfree.net/

きょうされん第38次国会請願署名
ご協力ありがとうございました。
署名数

募金額

全国

約１１６万 筆

約３,２００万 円

京都

１７０,５４５筆

７,８９４,４８０円

１３,２５６筆

３,５４０,１７０円

うち京都生協

「あたりまえに働き選べる暮らしを～障
害者権利条約を地域のすみずみに～」をス
ローガンに、きょうされん第 38 次国会請
願署名が取り組まれ、京都生協の多くの
組合員にご協力いただきました。本当にあ
りがとうございました。
年金や生活保護費の引き下げをはじめ
とする社会保障の切り下げや日本の今後
を左右する「安保法制」が審議される情勢
のなか、みんなの当たり前の願いを語り合
いながら署名活動をすすめてきました。
３月から４月にかけて、京都選出の国会
議員の地元事務所訪問。５月 28 日に、全
ての国会議員を訪問し、障害のある仲間
の願いや事業所の実態を訴えました。衆
参で 410 人の議員が紹介議員となり、請
願課に署名が提出されましたが、衆議院・
参議院ともに審議未了となり採択されま
せんでした。これからも引き続き願いを届
けていきます。ありがとうございました。
きょうされん京都支部
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