Information

くらしに役立つイベント情報や、京都生協からのお知らせをお届けします。

時

金賞
そんたく

（宇治市
杠 裕介さん）

忖度もない
わが女房

節約に

銀 賞

古川 恵子さん）

新札は キレイなままで コレクション

（木津川市

好きな物 集めた昔 今断舎離

（宇治市 橋本 恵美子さん）

0120－818－395
075－682－5760
府外からは
9：30 ～17：00（日祝休）

（北区 唐士 慶子さん）

0120－402－900
9：00～18：00（無休）

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込みください。

患って うれしかなしい 保険かな

クオレ案内センター

時

（左京区 木下 千代美さん）

お問い合わせ

3月3日（土）
3月4日（日）
両日10：00～17：00
会 場 TOTO 京都ショールーム
交 通 地下鉄烏丸線・東西線
「烏丸御池」下車 4-1番出口
より徒歩 5 分 駐車場あり
参加費 無料
日

なめんなよ 女一人で この資産

間

この度、コープ西陣は、店舗の「事業
継続にかんするルール」
（赤字店舗の
事業継続に関するルール）にもとづき、
2018 年 3 月10日（土）夜８時をもちま
して閉店させていただくこととなりま
した。
2000 年のオープンから数え、17 年
の長きにわたり組合員の皆さまのご愛
顧をいただいてまいりましたが、閉店
の判断に至りましたことを深くおわび
申し上げます。
組合員の皆さまには大変ご迷惑をお
かけ致しますが、コープ西陣閉店後も
引き続き京都生協をご利用いただけま
すよう、他店舗や共同購入・個人宅配
のご案内などを丁寧に行ない、真摯に
対応してまいります。
何卒宜しくお願い
致します。

貯めた金 延びた寿命に 追いつかず

3月21日（水・祝）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
「二条駅」
下車すぐ
京都市バス・京都バス
「二条駅前」下車すぐ
期

住まいのリフォーム、何から始めたらいいの
かお悩みの方、お気軽にご相談ください。
お湯の冷めにくい魔
法びん浴槽のバスルー
ムや節水タイプのトイ
レ、収納たっぷりのシス
テムキッチンなどをご
提案させていただきます。ご相談・お見積り
は無料ですので、お気軽にお越しください。

コープ西陣
閉店のお知らせとおわび

（右京区 飯田 一紀さん）

クオレ案内センター「コープ仏壇店」
では、生協おすすめの仏壇、仏具がお得
に購入いただける春彼岸セールを2月3
日（土）より開催します。
現代仏壇、伝統仏壇、仏具、手元供養
商品、お線香なども多数ございます。
※セール期間中ご来場の方に「粗品」を
プレゼント！

「住まいの相談会」開催

ＬＰＡ賞

仏壇・仏具
「春彼岸セール」を
開催します！

余命表 よめない亀の 預金高

店舗のみ利用の方へ
店舗では地域の作業所が中心となって署名・募金活動を
行ないます。ぜひご協力ください。

（福知山市 永峯 八重さん）
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・２月４回～３月３回の注文書で注文番号 １１２５ 「1口100 円」の欄に口数を
記入してください。
・注文番号 ２７９９６０ 「ポイントから募金1口100 円」
※ただし 3 月2 回はポイントからの募金はできません。

出資金 気付けば貯まり 三十年

12

② 募金へのご協力

（舞鶴市 嵯峨根 恭子さん）

共済事業部ＬＰＡ事務局（担当：中町）
075－662－5100
9：30～17：00（土日祝休）

２月12日～16日の配達で署名用紙を配布します。署名していただいた用紙は、注文
書ケースに入れ、配達担当へご提出ください。

（長岡京市 十倉 裕加里さん）

申し込み・問い合わせ

① 署名へのご協力

コツコツと 小銭筋肉 貯える

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。
日 時 ①３月２日
（金）
10：30～12：00
教育資金計画学習会
②３月２日（金）
13：30～15：00
公的年金制度のしくみ学習会
③３月７日（水）
10：30～12：30
エンディングノートの
書き方学習会
④３月15日（木）
10：30～12：00
相続学習会
⑤ 3月15日（木）
13：30～15：00
生命保険の見直し学習会
場 所 いずれもクオレ案内センター
会議室（コープ二条駅北側）
交 通 JR・地下鉄東西線
「二条」下車
3番出口より60m 市バス「二
条駅前」下車 いずれも徒歩3分
募 集 各20人
参加費 1人100円
（資料代）
申し込み締め切り
各開催日前々日
定員になり次第締め切ります

宅配を利用の方へ ※「ｅフレンズ」
（インターネット注文）でも募金できます。

（福知山市 大野 直樹さん）

ＬＰＡの会より
学習会のお知らせ

「ライフプラン川柳」のご応募ありがとうございました。テーマは「貯める・備える」。
応募総数308句の中から、京都生協LPA（ライフプラン・アドバイザー）の会で
厳正なる選定をおこない、金賞１人、銀賞５人、LPA賞５人を決定いたしました。
なお、募集にあたりLPA賞は10人としていましたが、
該当の句がありませんでしたので５人とさせていただきました。

ゼロ金利 それでも貯める 一庶民

催

京都生協ときょうされん京都支部は1990 年に協定を結び、組合員の皆さまに毎年
ご協力をいただいている「国会請願署名・募金」やきょうされん商品の企画などの連
携を進めています。
「きょうされん国会請願署名・募金」は、障がいのある人たちの切実な願いを国や
国会議員に届ける大切なとりくみとなっており、これまで多くの障がい者施策の改善
につながってきました。
今回は、2018 年 9 月にきょうされん全国大会が京都で開催されることから、募金
についてはその大会を成功させることにも活用させていただきます。組合員の皆さま
の、いっそうのご理解、ご協力をお願いします。

（左京区 清水 圭子さん）

500 円
より豊かな学校給食をめざす
京都連絡会
問い合わせ 京都自治労連
075－801－8186

参加協力金

主

「ライフプラン川柳」入選作品

満腹を 夢見る豚の 貯金箱

2 月4日（日）
10：00～16：00
場 所 京都アスニー
（京都市中京区丸太町七本松）
JR「円町」下車、徒歩約10分
市バス・京都バス・JRバス
「丸太町七本松」下車すぐ
≪全体会≫10：00～12：00
記念講演「子どもの貧困と食生活格差」
〜すべての子ども達に中学校給食を〜
講師 鳫 咲子氏
≪分科会≫13：00～16：00
≪託児あり≫1歳以上
日

2017年度

第 41次きょうされん
国会請願署名・募金にご協力ください

第37回 より豊かな
学校給食をめざす
京都集会

LPA（ライフプラン・アドバイザー）
の会
「川柳」
企画

環 境 のとりくみ

93.0％

マイバック持参率

12月度

推定でレジ袋 105 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（11 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

9.9t（47.5％）

8.9t‐CO₂

トレー

お店

0.9t（26.9％）

4.2t‐CO₂

ＰＥＴボトル

お店

7.8t（245.0％）

25.4t‐CO₂

卵パック

お店 宅配

2.1t（45.3％）

7.8t‐CO₂

カタログ類

宅配

403.3t（91.2％）

※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

発電量（設置以降の累計 kwh）

洛北支部

160,063kwh

洛中支部

199,394kwh

コープ下鴨

133,452kwh

コープ城陽

204,198kwh

コープきぬがさ

36,856kwh
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