
暮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 取 り 組 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 109 万枚（ 原油換算でドラム缶 54 本分 ）の削減となり
ました。これにより削減できたCO₂ 量は、46t-CO₂です。

93.2％マイバッグ持参率

567,600個ペットボトルキャップの回収量

10月度

11月度

 洛北支部 220,677kWh  洛中支部 301,562kWh
 コープ下鴨 197,958kWh  コープ城陽 302,136kWh
 コープきぬがさ 60,771kWh

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 9.9t （47.0％） 8.9t‐CO₂

 トレー 2.0t （80.5％） 9.8t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 12.3t （283.1％） 40.0t‐CO₂

 卵パック 3.2t （74.5％） 11.8t‐CO₂

 カタログ類 336.6t （76.8％）

＊リサイクルデータ（10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

ユニセフお年玉募金にご協力お願いします

　家族や親せきの人から貰った、大事な大事なお年
玉。今年はほんの少しだけでも、世界の子どもたち
へおすそ分けをしてみませんか？
　お預かりした募金は「ミャンマーの女性と子ども
のための栄養支援」を指定募金先として送金します。

募金の御礼とご報告

　この間取り組んだ募金の総額を報告
いたします。

■「秋の『くらしの助け合いの会』への募金」
　総額497,435円
■「NPT再検討会議代表派遣募金」
　総額805,296円
　（2019年11月20日現在）

　募金にご協力いただきました皆さま
に厚く御礼申し上げます。

第56回 通常総代会
開催のお知らせ

日　時
●２月15日（土） 10：30～12：00
　相続学習会
●２月15日（土） 13：30～15：00
　公的年金制度のしくみ学習会
●２月21日（金） 10：30～12：00
　保障の見直し学習会
●２月21日（金） 13：30～15：00
　資金計画学習会
● 3月７日（土） 10：30～12：30
　エンディングノートの書き方学習会
講　師  組合員LPA

（ライフプラン・アドバイザー、ＦＰ資格有）
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  各回先着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
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 

9：30～17：30（土日休）

ＬＰＡの会より学習会のお知らせ

消費者力パワーアップ
セミナー2019（第３期）
～消費者力の向上を目指して～

　「増税後の住宅購入やリフォームへ
の支援策」をテーマに開催します。

開催日 内容

1/28
（火）

増税後の住宅減税を利用した
住宅購入やリフォームについて
講師：山本晶三さん（一般社
団法人京都府建築士会常任
理事） 
増税後の住宅購入やリフォー
ムにおける支援制度につい
て学びます。

2/4
（火）

住宅取得とリフォームの際
の契約時の注意点
講師：渡邊孝子さん（ファイナ
ンシャルプランナー（GFP）・
消費生活コンサルタント、京
都市消費生活審議会委員）
住宅の取得やリフォームの
際に重要な契約時の注意点
について学びます。

ユニセフ学習会
「もうひとりのともだちへ」

内　容
・学習会「ユニセフって何？ 世界の
　子どもたちは今…」
・ミャンマースタディツアー参加報告
　「私が見たこと感じたこと…」
・ワークショップ「字が読めるって
　素晴らしい！」
・その他にも水汲み体験、展示物多数
日　時  １月13日（月・祝）

　　　　10：00～12：00
会　場  京都テルサ 東館２階中会議室

　　　  （京都市南区新町通九条下る）
募　集  先着 70人
参加費  無料
主　催  京都生活協同組合
協　力  京都綾部ユニセフ協会、

　　　　日本ユニセフ協会
問い合わせ  組織運営部

075－672－6304 
9：30～17：00（土日休、1/1～3休）
お申し込みは右の二次元
コードを読み取り、入力を
お願いします。

食育企画 大人の料理教室
冬の京野菜を使った料理
参加者募集

食育企画　京都の伝統食を学ぶ
半兵衛麸
五条本店訪問 参加者募集

　お麸は室町時代から食されている日
本の伝統食材の一つです。創業330年
の半兵衛麸の歴史や京麸のこと、普段
に使える調理方法のお話、「麸と湯葉
のお料理」の食事後、本店２階のお弁当
博物館を見学します。
日　時  ２月12日（水）

　11：00～13：30（受付10：30より）
会　場  半兵衛麸　本店

（京都市東山区問屋町通  五条大橋東南側）
募　集  18人

　(多数時は抽選、当落は郵送にて通知)
参加費  3,000円
申し込み締め切り  １月31日（金）
申し込み・問い合わせ

以下の二次元コードを読み取り、入力
をお願いします。
組織運営部

075－672－6304 
9：30～17：00（土日休、1/1～3休）
参加者のお名前、組合員番
号、電話番号、住所をお知ら
せください。

　第56回通常総代会を以下のとおり
開催します。
日　時  6月15日（月）

　　　　10：00～12：30（予定）
会　場  京都テルサ

　　　 （京都市南区新町通九条下る）
議　案 （予定）

1.　2019年度事業報告、決算関係
　　書類承認の件
2.　2020年度事業計画および予算
　　決定の件
3.　役員報酬決定の件
4.　役員選任規約一部改定の件、
　　その他

時　間  各日10：00～11：30
会　場  京都市消費生活総合センター

　地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」
　下車3-1・3-2番出口すぐ
募　集  先着50人
参加費  無料
申し込み期間  １月８日（水）～１月24日（金）
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  京都いつでもコール

（京都市市政情報総合案内コールセンター）
075－661－3755

　講師に「野菜ソムリエプロ」でフード
コーディネーターの川添智未さんをお
迎えして、冬の京野菜を使った家庭で
手軽にできる料理教室を開催します。
内　容  聖護院だいこん使いきりと

　九条ねぎの料理
日　時  ２月７日（金）

　10：30～14：00（受付10：00より）
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 京果ビル３階）
交　通  ＪＲ嵯峨野線「丹波口」、

　市バス「京都リサーチパーク前」
募　集  24人

　(多数時は抽選、当落は郵送にて通知)
※託児なし、お子様同伴不可
参加費  1,000円　
持ち物  エプロン、三角巾、筆記用具
申し込み締め切り  １月24日（金）
申し込み・問い合わせ

以下の二次元コードを読み取り、入力を
お願いします。
組織運営部

075－672－6304 
9：30～17：00（土日休、1/1～3休）
参加者のお名前、組合員番
号、電話番号、住所をお知
らせください。

2月3回までの注文書にて募金を
受け付けます。注文書に口数をご記
入ください。
eフレンズ（インターネット注文）で
も募金できます。

宅配での募金方法

店舗での募金方法
年始営業日から2月末まで、お店の
サービスカウンターに募金箱を設置
しています。

・注文番号　　　　　 ユニセフ募金　1口100円
・ポイントによる募金　　　　　  

1125
279960
1口100ポイント（100円）

※チラシはイメージです
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