
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。Information

環境のとりくみ

売却益は、公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・
ジャパンに寄付され、病気の子どもとその家族が利用できる滞在施設の
建設費と運営費に充てられます。

推定でレジ袋 99 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。

92.6％マイバック持参率

589,100個ペットボトルキャップの回収量

4月度

5月度

 洛北支部 170,361kwh  洛中支部 215,038kwh
 コープ下鴨 144,381kwh  コープ城陽 221,349kwh
 コープきぬがさ 41,429kwh

各施設の太陽光発電　発電量（設置以降の累計kwh）

種別 回収先 回収量（回収率） 削減CO₂

 牛乳パック 9.6t （47.6％） 8.5t‐CO₂

 トレー 0.6t （19.7％） 2.8t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 5.2t （137.4％） 16.8t‐CO₂

 卵パック 3.5t （77.7％） 12.8t‐CO₂

 カタログ類 382.2t （87.1％）

＊リサイクルデータ（4月度）＊

※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。

お店

お店

お店 宅配

宅配

お店 宅配

自転車の保険について

　４月から京都市・府で自転車保険の
加入が義務づけられました。
加入を求められるのは、自転車事故で
他人にケガをさせた場合に補償する

「損害賠償保険」（共済含む）です。
　たとえば自動車保険や火災保険の特
約、共済などで、自転車事故を補償する
損害賠償保険なら対象になります。
　コープ保険サービスでは、「新コー
プのケガ保険」をご案内しています。
☆日常生活における賠償責任の補償を
付けることができます（最高1億円）
☆ご年齢にかかわらず、どなたでもご
加入いただけます
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（(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。
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エコイベント
「私だけのフォトブック作り」
親子で作ろう！オンリーワン！

　WCSコンゴ自然環境保全マネージメント
技術顧問の西原 智昭さんから熱帯雨林の現
状と環境への影響を学び、参加者一人ひと
りのオリジナルメッセージを作ります。メッ
セージと準備している写真データを編集※し
てオリジナルのフォトブックを完成します。
後日、製本された物をご自宅に郵送します。
※スマートフォンまたは、タブレット端末をご
持参いただき、各自が操作していただきます。
日　時  ８月６日（月）10：30～16：00
場　所  コープ御所南ビル４階会議室

　　　　（京都市中京区烏丸通二条
　　　　上がる蒔絵屋町258）
参加対象  小・中・高校生と保護者

　　　　　（学生20人まで）
参加費  1000円（弁当+ブック製本代+送料）
申し込み期間  7月10日（火）～

　　　　定員になり次第締め切ります

「エコな商品って、どんなものがあるのか
な？」をテーマに地球温暖化を学びます。
☆当日の内容☆
① 地球温暖化学習
　 スライドとクイズで学びます
② コープのお店でエコな商品探し
③ 発表と修了証とプレゼントの授与
持ち物  飲み物、筆記用具
日　時

①7月31日（火）10：00～11：40
コープパリティ（右京区西京極東池田町42）
②8月2日(木) 10：00～11：40
コープ桃山（伏見区竹中町609）

参加対象  小学生と保護者
　　　　 （小学生は各会場25人まで）
参加費  無料
申し込み期間   7月10日（火）～

　　　　定員になり次第締め切ります

「2018夏休み子どもエコ教室」
参加者募集！

3.11を忘れない被災地 の 今

　7年前、被災地で起業による地域再生を目指した人たちがいます。農水産物の6次化、コミュニ
ティ形成といったそれらの事業は、震災で浮彫りになった過疎化や高齢化、経済縮小など地域の
喫緊の課題と深く関わるものばかりでした。
　震災前から女川町のまちづくりに関わっていた湯浅輝樹さんは、被災後の女川の惨状を見て絶
句しました。「働く場所を失った漁業者はこの先どうなるのだろう。何か、新たな仕事をつくり出さ
なければならないと思った」と当時をふり返ります。
　4月、湯浅さんは仙台の木工クリエイターと一緒に、女川で「小さな復興プロジェクト」を立ち
上げました。借りた倉庫に木工機械と原材料を持ち込んで地元の人を雇用し、魚の形の木工品

「onagawa fish（女川フィッシュ）」を作って販売したのです。震災直後の起業は明るい話題とし
てメディアに取り上げられ、商品は飛ぶように売れました。作り手は被災した人たち。「買ってもらう
と勇気が湧く」と喜び合ったそうです。
　被災地で生まれた復興商品の多くは今、“支援”から“ニーズ”へと局面が変わりつつあります。

「一部の方 は々現在も応援の気持ちで購入してくださっているが、一方でどんなに良いモノを作っ
てもニーズが無ければ商品は売れない。そこで苦労している」と話します。
　人々 から震災の記憶が薄れ、復興が進むにつれて、厳しい状況に直面することも増えました。「女川町のまちづくりに覚悟を持っ
て臨んでいる」という湯浅さん。社名「株式会社onagawa factory（女川ファクトリー）」には、木工品・革製品・食品のものづ
くりで新しい女川の文化を発信していくとの思いが込められています。「厳しい状況は続くが、このまちに事業を残していくには、
事業体としてもっと強くならなければならない」と決意を新たにしています。

◎（株）onagawa factoryの商品は「とうほくてしごとカタログ FUCCO」vol2（P13-14）で紹介しています。
http://www.miyagi.coop/support/shien/handmade/

被災地で起業して7年
「事業体としてもっと強くならなければならない」

情報提供／みやぎ生協

▲湯
ゆ あ さ

浅輝
て る き

樹さん
（株）onagawa factory

代表取締役

▲onagawa fishのほか、ゆず
のチーズケーキや革製品が並
ぶ店内。神棚は縁起を大切に
する漁師町ならではのもの。

「クオレ 夏のお盆セール」
を開催！仏壇・仏具・
盆提灯ほか多数品揃え！

　「コープ仏壇店」にてお盆に向けて仏
壇仏具・盆提灯のセールを開催します。
手元供養～小さな自宅墓～、「松榮堂」

「薫寿堂」のお線香など、多数取り揃え
ております。ぜひご来店ください。クオ
レ葬・仏事・墓石霊園相談もＯＫ！
※セール中ご来場の方に「粗品」プレゼ
ント！
期　間  7月7日（土）～

　　　　8月19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」駅すぐ

　　　　京都市バス・京都バス
　　　　「二条駅前」すぐ

問い合わせ  
クオレ案内センター

0120－402－900
9：00～18：00（無休） 
※1/1～1/2除く

ＬＰＡの会より学習会の
お知らせ

日　時  
①７月24日(火)10：30～12：30
　エンディングノートの書き方学習会
②7月25日(水)10：30～12：00
　相続の基礎知識学習会
③７月25日（水）13：30～15：00
　公的年金制度のしくみ学習会
④7月27日(金)10：30～12：00
　生命保険の見直し学習会
⑤7月27日(金)13：30～15：00
　資金計画学習会
講　師  組合員LPA（ライフプランアドバイザー）
場　所  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  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
申し込み・問い合わせ

共済事業部ＬＰＡ事務局（担当：駒井）
075－662－5100

9：30～17：00（土日祝休）

第54回通常総代会を開催しました
　6月12日（火）、みやこめっせにおい
て第54回通常総代会が開催されまし
た。詳しくは7月2日（月）発行の「コー
ポロ臨時号第54回総代会報告」をご覧
ください。

　私たちは、お買いものサポーター「みち
くさ」といいます。視覚に障がいのあるリ
スナー約60人に、商品案内カタログを読
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。リスナーから「ゆっ
くり自分のペースで周りに気を遣うこと
なく買い物が楽しめるので、とてもあり
がたいです」「商品を眺めて買うのと同じ
ように買い物を楽しみ、自分にとって価
値のあるものを選ぶことができます」な
どの喜びの声をいただいています。
　本を読むのが好きな方、音訳に興味を
お持ちの方、ボランティアに関心をお持
ちの方、お手伝いください。パソコンがあ
れば必要な機器をお貸しします。ご自宅
でできる作業です。

問い合わせ
福祉ネットワーク担当（やすなが）

 075－465－6882

“音訳ボランティア”大募集！
キャンバスを声でお届け！

被災地生協のボランティア
活動を支える募金にご協力
お願いします

　被災地の３生協（いわて生協、みやぎ
生協、コープふくしま）では、仮設住宅
での「サロン活動」をはじめとする、人と
人のつながりを大切にしたボランティ
ア活動に継続して取り組んでいます。
震災を風化させることなく、被災された
方々を支援し続けるために、「被災地生
協のボランティア活動を支える募金」へ
のご協力をお願いいたします。

募金は注文書で
7月４回～8月３回のOCR注文書にて
募金を受け付けます。
注文書に口数をご記入ください。
注文番号
ボランティア募金１口100円

ポイントによる募金

注文番号
ボランティア募金１口100円

（1ポイント1円）
店舗では7月16日（月・祝）～8月10日

（金）の間に専用募金箱を設置します。

1125

279960

申し込み・問い合わせ  
組織運営部

 075－672－6304　9：30～17：30（土日休）
お申し込み時に参加者の氏名（フリガナ）、学年、住所、電話番号、出資番号をお知らせください。
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