
夏の環境イベント、ぜひご参加ください
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

　プラスチックは私たちに利便性と恩恵をもたら
していますが、一方で地球規模での環境汚染が懸
念されています。プラスチックはどのように作られ
るのか、廃棄されたプラスチックはどうなるのか、
何が問題となっているのか、国際社会や日本での対
策はどうなっているのか…。
　すぐに解決できる問題ではありませんが、どうし
ても解決しなければならないことでもあります。現
状を学び、自分たちのくらしや社会を見つめなおす
機会にしましょう。

さくらこめたまご
1個につき1円が
飼料米と生産者の

応援金に

一緒に居場所をつくりませんか
「居場所づくりの会」
準備会開催！

　2014年度から地域のつながりづく
りについて研究と実践を積み重ね、４
年間で13カ所の居場所を立ち上げる
ことができました。少子高齢化がすす
み、地域では一人住まいの高齢者が多
くなってきています。
　いずれはわがこと！
　自分の地域に気軽に立ち寄れ、お
しゃべりができる場所があればいいで
すね！そんな思いを込めて居場所づ
くりの仲間が集う場として「居場所づ
くりの会（ 仮称）」をつくります。みな
さんの地域にも居場所をつくりません
か ？ 居場所づくりの苦労話を交流しま
しょう。地域づくりに興味をお持ちの
皆さん、ぜひご一緒に！
日　時  6月18日（火）

　　　　13：30～15：30
場　所  コープ御所南ビル
申し込み・問い合わせ

福祉ねっとわーく（担当：やすなが）
075－465－6882

2017年産飼料米と産直さくらこめたまごの
供給、応援金についての報告

飼料米の生産
　2017年産の飼料米は、47ha
で278tが生産されました（前年
59haで339t）。

「産直さくらこめたまご」の供給
2017年11月～18年10月
宅配　315,145パック（10個パック）
店舗　106,380パック（６個パック）
合計額42万1525パック、9,372万
円を供給することができました。

（昨年は計42万6535パック、9,630
万円）

「産直さくらこめたまご」の応援金
　この期間の応援金は計約379万
円となりました。この応援金は『産直さくらこめたまご』と飼料
米の生産者への応援金として、飼料米の配送保管費などに活用
されました。
　日本の農地を守り、食糧自給率を高め、地産地消を推進する
ために、「産直さくらこめたまご」のご利用をこれからもよろし
くお願いいたします。

「産直さくらこめたまご」をもっと知りたい
　『産直さくらこめたまご』についての学習会を開きませんか。
３人以上集まれば開催可能。開発された「ワケ」、その後の経過、
これからの可能性などについてみんなで学び考えていきます。
申し込み・問い合わせ

各ブロック事務局

ピースパレード2019
みんなで平和の想いを
伝えながら、楽しく
にぎやかに歩きましょう♡

　身近に起こっている消費者問題。イン
ターネットやスマートフォンをテーマに
開催します。

時　間  10：00～11：30
場　所  京都市消費生活総合センター
交　通  地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」直結
参加費  無料　 定　員  各20人（先着）
主　催  京都市・京都府・コンシューマーズ京都・京都生協
申し込み・問い合わせ 京都いつでもコール

（京都市市政情報総合案内センター）
075－661－3755

「消費者力パワーアップ
セミナー2019」のお知らせ

開催日 内容

7/17
（水）

スマホ・ケータイ安全教室
携帯電話によるトラブルの手
口や身を守るためのポイント
を学んでみましょう！
講師：ドコモスマートフォン
インストラクター

7/18
（木）

体験型ネットトラブル対策講座
～ネットトラブルを疑似体験
してみよう！～
講師：京都府警察ネット安心
アドバイザー ほか

ＬＰＡの会より「エンディングノートの書き方
学習会」と「暮らしの見直し講演会」のお知らせ！！

①毎回好評！「エンディングノートの書き方」学習会
　残された家族を安心させるために、また自分や親の｢そのとき｣
に備えて、思いを｢エンディングノート｣にして残してみませんか？
日　時  6月15日（土）10：30～12：30
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
定　員  20名（定員になり次第締め切り）
参加費  1人100円（資料代） 申し込み締め切り  6月13日（木）

②暮らしの見直し講演会
講　師  原 令子さん（社会保険労務士ＦＰ、株式会社ＪＥサポート

代表取締役）ＮＨＫ「あさイチ」「ひるおび！」その他マスコミでも活躍中
講演テーマ「めっぽう明るい!!セカンドライフ」
～今からでも間に合う、安心年金生活へのアドバイス～
※天候により中止になる場合もございます。
日　時  7月1日（月）10：30～12：30
場　所  御所南ビル4階会議室
交　通  地下鉄烏丸線「丸太町」下車６番出口110ｍ
定　員  40名(定員になり次第締め切り)
申し込み締め切り  6月28日（金）

申し込み・問い合わせ  
①②とも 共済事業部LPA事務局（担当：駒井）

075ｰ662ｰ5100　
9：30～17：30（土日祝休）

　せいきょう牛乳や産直鳥取牛のふる
さと・鳥取県のコープ美歎牧場を訪れ
るバスツアーです。現地では、工場見学・
バーベキュー・キャンプファイヤーなど、
自然の中での体験や生産者さんとの交
流などを予定しています。
日　時  ※いずれの日程もテント宿泊です

Ａコース：7月27日（土）～28日（日）
Ｂコース：7月31日（水）～8月1日（木）
参加費  大人11,000円

　　　　小人  7,000円
　　　　（いずれも税別、4歳から参加
　　　　できます）
場　所  鳥取県コープ美

み た に
歎牧場

定　員  両コースとも45人
（超えた場合は抽選）

連絡締め切り  6月21日（金）
問い合わせ  北ブロック

 0120－075－028
※この広告での申し込みは受け付けて
いません。申し込み希望の場合、上記の
問い合わせ先へご連絡をお願いします。

「せいきょう牛乳」の牛に会いにいこう！
も～も～キャンプ　
参加者大募集！
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　国民平和大行進に合流し、祇園石段
下から京都市役所まで、沿道の人々に平
和をアピールしながら歩きます。たくさ
んの方のご参加をお待ちしています。
日　時  6月21日（金）

※気象に関する警報が出た場合は中止
集合時間  14：30

出発式の後、15：15頃に国民平和行
進に合流します。
集合場所  円山公園ラジオ塔前
申し込み・問い合わせ

各ブロック事務局

申し込み・問い合わせ

講　師 ・日本生協連サスティナビリティ推進部
　小野 光司さん
　「プラスチック問題の現状」
・琴引浜鳴き砂文化館館長 
　田茂井 秀明さん　
　「京丹後市琴引浜の漂着物の状況」

京都テルサ 中会議室場　所

70人定　員

あり託　児

７月９日（火）
10：20～12：00

日　時

申し込み期間 ６月3日（月）～
（定員になり次第締め切り）

組織運営部　 075－672－6304
9：30～17：00（土日休）

「プラスチック問題の現状」を知る学習会

▲京丹後市 琴引浜の様子

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 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。

92.7％マイバッグ持参率

275,200個ペットボトルキャップの回収量

3月度

4月度

 洛北支部 197,249kwh  洛中支部 265,284kwh
 コープ下鴨 174,818kwh  コープ城陽 266,345kwh
 コープきぬがさ 52,745kwh

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 8.7t （44.2％） 7.8t‐CO₂

 トレー 1.1t （51.1％） 5.6t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 5.9t （197.5％） 19.1t‐CO₂

 卵パック 3.5t （78.6％） 12.9t‐CO₂

 カタログ類 333.9t （76.7％）

＊リサイクルデータ（3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

環境のとりくみ
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