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。

「くらしを守るとりくみを
支える募金」にご協力
ください

所在不明組合員の整理に関するお知らせ
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未使用・書損じハガキ

3,477,590 円

未使用切手

1,768,138 円

使用済み切手

132,500 円

ブルーチップ・グリーンスタンプ

277,750 円

商品券

1,085,152 円

中古 CD・DVD・ゲーム

153,650 円

金・プラチナ

507,465 円

外国紙幣

383,419 円

合計

7,785,664 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

①１人１作品、
未発表に限ります
②お名前を公表不可の方はご遠慮ください

専用ハガキでご応募ください

応募方法

（ 専用ハガキ付チラシは宅配の配達担当、
店舗サービスカウンターにお申し出ください）

コーポロ 2019 年 2 月号
およびホームページで発表

結果発表
賞品

☆金賞
（１人）… 5000円相当ギフト券
☆銀賞
（５人）… 3000円相当ギフト券
☆LPA賞(10人) … 図書カード1000円

昨年の全国大賞は…

今年も「あたりまえに働き えらべるくらしを～障がい者権利条約を地域の
すみずみに～」をスローガンとして掲げ、国会請願署名に取り組み、多くの京都
生協組合員様にご支援をいただくことができました。ありがとうございました。
おかげさまで、全国で 1,037,380 筆の署名と 2,786 万 8,496 円の募金を集
めることができました。集まった署名は、5 月24 日に全国から集まった 420 名
を超える関係者ですべての国会議員事務所を訪問し、紹介議員依頼と採択への
協力を要請しました。請願項目の内容はもちろん、事業所に通う障がいのある
人の生活実態や事業所の運営実態などもしっかりと伝えることができました。
各会派のお目にかかれた議員の手応えは例年以上に感じましたが、結果は両院
とも審議未了不採択となりました。
41年間休まずに取り組み続けてきた国会請願署名行動
の偉大さを感じることができました。また、今回の募金は
9 月に京都で開催されたきょうされん全国大会にも活用さ
せていただきました。組合員の皆さまのご支援に感謝する
とともに、引き続き、ご支援ご協力をお願いいたします。
きょうされん京都支部

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 17 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３～５月にかけて、組合
員の皆さんから寄せられた回収封筒は
4,467 件、換 金 後 の 支 援 額 は 778 万
5,664 円になりました。たくさんのご
協力ありがとうございました。

京都生協組合員とその家族

応募資格

☆テーマ：
『貯める・備える』

京都生協が「きょうされん（障がいのある方が働く共同作業所の全国組織）
」ととも
に取り組んだ、第 41次国会請願署
署名数
募金額
名と募金には、多くの組合員よりご
全国
1,037,380
27,868,496
協力をいただきました。本当にあり
がとうございました。きょうされん
京都
151,008
7,711,507
京都支部から国会請願行動の報告
10,537
3,637,004
うち京都生協
が届きましたので紹介します。

「第 17 回書損じハガキ等
回収キャンペーン」の報告

（当日消印有効）
11月16日（金）

募集締め切り

『被災地に
学ぶ備えと
助け合い』

きょうされん第 41次国会請願署名および
募金へのご協力ありがとうございました

クスッと笑えるもの
テーマ：
『わが家の家計』 あるあるネタや、
あなたの家計術など、
５・７・５の川柳にして応募ください。

昨年の優秀賞は…

連絡先

組合員コールセンター
0120－11－2800
月～金８：45 ～ 21：00、土９：00 ～17：30（日休）
または
〒601－8382 京都市南区吉祥院石原上川原町１-２
京都生活協同組合 経営企画部経理出資金係
075－681－2200
075－691－4994
９：00 ～17：30（日・年始休）

～今年もお待ちしています、あなたの力作～

☆テーマ：
『貯める・備える』

また氏名・住所などを諸事由により変更された組合員で、京都生協への変更申請
手続きをされていない方（の関係者様）は、下記連絡先または最寄りの支部・店舗ま
でご連絡をお願いいたします。

社会や経済の先行きの見通しが立たず、
私たちのくらしは厳しさが増しています。ま
た、子どもの貧困問題や、依然として減らな
い悪質商法など、さまざまな問題が私たち
のくらしを取り巻いています。それらの問題
について、組合員一人ひとりが学習し理解
を深められるよう、くらしに関わる学習やと
りくみをすすめる必要があります。これらの
活動をすすめるために「くらしを守るとりく
みを支える募金」に取り組みます。ご協力を
お願いします。
募金のおもな使用目的
くらしの安心を実現するとりくみ（消費
者被害を防ぐためのとりくみ、
「消費者力パ
ワーアップセミナー」の援助）や宣伝費用、
京都消費者大会・母親大会などへの分担金
または協賛金、それらに関わる経費など
募金は注文書で
10 月15日～11月9日提出分の注文書
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
注文番号 ２７９９６０ １口100 円
※「e フレンズ」でも募金できます。

ライフプラン「川柳」大募集

『人生の
まさかをすくった
たすけあい』

京都生協では「所在不明の組合員の整理に関する規約」
（2001年 5 月31日施行）
に基づき、2016 年 7 月に「出資配当金と出資金現在高のお知らせ」ハガキを郵送し、
所在不明などのためお届けできなかった組合員（以下、整理対象組合員）には所在確
認調査を行なってまいりました。
加えて、整理対象組合員について、2018 年 10 月に電話掛けによる所在確認最終
調査を行ないます。
その結果、所在確認ができなかった方については、同規約に基づいて本年度末日
（2019 年 3 月20日）に整理手続き（自由脱退処理）を行ない、脱退出資金を預り金と
して２年間管理します。
本年度末日までに所在確認ができた場合、または整理対象組合員（の関係者様）よ
りご連絡をいただいた場合には、整理対象から除外します。

ー）企画

バイザ
ラン・アド
プ
フ
イ
ラ
LPA（

応募者全員に
『参加賞』
をプレゼント

問い合わせ

075-662-5100 共済事業部(近藤)

9：30～17：00(土日祝休)

我が家のクールチョイス度
チェック（6月4回・7月3回
実施）の結果報告

環 境 のとりくみ
ペットボトルキャップの回収量

433,870 個

ＬＥＤ電球に付け替えますか？
①電球が切れました。

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。

②冷蔵庫の買い替え時に省エネ型を選びますか？

マイバッグ持参率

3,219 人にご参加いただき、誠にありがとうござ
いました。

7月度

はい 91％

はい 98％

③夏の直射日光をさえぎる工夫をしていますか？
はい 78％

グリーンカーテンなどで室温の上昇を抑え、効果的に節電を。

④節水シャワーヘッドに取り換えた、または取り
換える予定はありますか？
はい 45％

家の中で最もエネルギー消費量が多いのは、実は「給湯」
。手
元のボタンでお湯を止められるタイプのシャワーヘッドに
交換すると、年間の CO2削減量は約107.2kg、ガス代は約
6,330円の節約になります（家族4 人での使用を想定。ガス
のみで比較）
。

⑤自転車や徒歩での移動に積極的ですか？
はい 73％

健康や環境に優しい自転車を上手に利用しましょう。

私たち一人ひとりの賢い選択（チョイス）で、地球
温暖化を防止しましょう！
世帯あたりの用途別エネルギー消費
※動力：照明や冷蔵庫・洗濯機・
テレビなどの家電製品（合算値）
出典：資源エネルギー庁「平成 27
年度エネルギーに関する年次報告
（エネルギー白書2016）
」

8月度

92.3％

推定でレジ袋 103 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（7 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

11.0t（50.9％）

9.9t‐CO₂

トレー

お店

0.8t（26.3％）

4.0t‐CO₂

ＰＥＴボトル

お店

6.4t（106.4％）

20.7t‐CO₂

卵パック

お店 宅配

1.9t（43.1％）

7.2t‐CO₂

カタログ類

宅配

389.6t（88.6％）

※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

177,999kwh

洛中支部

232,888kwh

コープ下鴨

155,716kwh

コープ城陽

238,223kwh

コープきぬがさ

45,181kwh
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