Information

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。

「立命館大学 国際平和ミュージアム」
「舞鶴引揚記念館」の入館料援助のお知らせ
終戦から75 年となる今年、京都生協組合員を対象に「立命館大学 国際平和ミュージアム」
「舞鶴引揚記念館」の入館料を援助し
ます。ぜひこの機会に平和の大切さを学びましょう。
いずれの施設も、入館時に組合員番号が記載された書類など（きょうまるカード・出資証書・注文書・お届け表）を
提示してください。提示がなければ無料になりませんのでご注意ください。
● 立命館大学 国際平和ミュージアム（京都市北区等持院北町 56-1 075-465-8151／ 9：30 ～16：30 ※入館は16：00まで）
入館料【大人 400 円、中高生 300 円、小学生 200 円】→いずれも無料とします。
援助の対象 組合員1人と組合員が引率する高校生以下の児童・生徒４人（組合員本人含め５人まで）
期 間 8 月1日
（土）～ 8 月 29 日（土）※7 月31日（金）まで臨時休館。8 月3 日（月）以降は日曜日および祝日の翌日は休館。
● 舞鶴引揚記念館（舞鶴市字平1584 0773-68-0836 ／ 9：00 ～17：00 ※入館は16：30まで）
入館料【大人 400 円、学生（小学生～大学生）150 円】→いずれも無料とします。
援助の対象 組合員1人と組合員が引率する学生
（大学生から小学生）４人（組合員本人含め５人まで）
期 間 7 月18 日
（土）～ 8 月31日（月）
※新型コロナウイルスの影響で臨時休館している場合がありますので、ホームページなどで事前にお確かめください。
開館時は上記の内容で対応させていただきます。

夏の子どもエコ教室
～お買い物体験を通して
気候変動を学ぼう！～
気候変動の問題は、私たち一人ひと
りにとって避けることができない重要
な問題です。子どもたちにもこの気候
変動の問題を知ってもらい、買い物体
験を通して感じてもらいます。
教室の内容
（学習のテーマ）
「地球温暖化とＥＣＯなお買い物」
①チーム単位で「カレーとサラダ」の食
材をコープのお店で実際に買い物し
てもらいます。その時にＥＣＯな食
材を選びながら、予算に収まるよう
に知恵を出し合います。
②買い物終了後は、発表会を行います。
③最後に、チームで買い物した食材をジャ
ンケンゲームで分け合い、持ち帰ります。
日 時 8月6日
（木）
10：00～12：00
場 所 コープさがの 集会室
（右京区太秦開日町８－３）
講 師 京都府地球温暖化防止活動
推進センター担当者
参加費 無料
持ち物 飲み物・筆記用具
募 集 小学生以上 30 人
  
（先着順・事前申込制）
受付開始 7 月6日
（月）9：30 ～
申し込み・問い合わせ

組織運営部
075－672－6304
9：30 ～17：00（土日休）
スマートフォンからの
応募は右のコードから
入力してください⇒

コープ共済公式ホームページ
「ライフプラン」や「必要保障額」の
シミュレーションツールのご紹介
コーポロ本紙 6 ～ 7 ページ「そうな
んや！ 生協」で紹介の「ライフプラン」
や「必要保障額」のシミュレーションに
ついては、
「コープ共済公式ホームペー
ジ」の専用ツールをご覧ください。
ページ内のこの項目をクリックして
ご利用ください↓

※シミュレーションはパソコンのみ
対応しております

第56回通常総代会を開催しました

6 月15 日（月）
、京都テルサにおいて
第 56 回通常総代会が開催されました。
詳しくは 7 月6 日（月）発行の「コーポ
ロ第 56 回通常総代会特別号」をご覧
ください。

「ピースアクション inヒロシマ」への
参加中止とオンライン
開催のお知らせ
「コーポロ 5 月号」でご
案内しておりました「ピー
スアクションinヒロシマ」
（8月4日～6日）
は、新型コロナウイルス感染症の影響を
考慮し、現地への参加を中止いたします。
誠に申し訳ございません。
それに代わり、現地の様子をパソコン
やスマートフォンで視聴するオンライン
形式での開催を行うことになりました。
平和を学ぶ機会としてご案内いたします。
内 容 ヒロシマ・ナガサキの現地で
開催される学習会などの様子をライブ
配信で視聴することができます。参加し
たい企画に直接、申し込み用フォームか
ら参加登録を行っていただきます。
（主な企画）
・8 月4 日( 火 ) サダコと折り鶴の話、
学習会と被爆の証言
・8 月5 日( 水 ) 原爆碑巡り、被爆体験
伝承講話など
・8 月7 日（金）平和の紙芝居
・8 月8 日（土）講演会など
応募締め切り 7 月24 日
（金）
当日までの流れ 募集締め切り後、申し
込まれた方のメールアドレス宛に、詳
細の連絡を日本生協連より行います。

お知らせ
新型コロナウイルス感染防止のための

京都生協の
「安全・安心」の取り組み

この度の新型コロナウイルス感染症の被害に遭
われた皆さま方には、心よりお見舞い申し上げます。
京都生協では宅配・お店をはじめとする各事業に
おきまして「新しい生活様式」に基づき、右のような
対策に取り組んでいます。引き続き安心して生協を
ご利用いただけるよう、従業員の健康管理にも充分
留意しながら、京都生協の全ての事業が継続できる
よう感染防止に取り組んでまいります。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたし
ます。
新型コロナウイルスに関する最新情報は、
京都生協ホームページにて随時掲載いた
します⇒

宅配トラック、お店でポスターを掲示し、
組合員の皆さまにもご協力を呼びかけています▶

京都生協各ブロック公式 LINE への
友だち登録をお願いします
京都生協では京都府を５つのブロッ
クに分けて、子育て応援や学習会など
の取り組みを進めています。
各ブロックの LINE 公式アカウントを
友だち登録いただいた方には、子育て
イベントや学習会の情報をタイムリー
にお届けします。
京都生協各ブロック
LINE 公式アカウント
紹介ページはこちら

上のコードを読み取って、
ブロック公式LINEの
紹介ページから
友だち登録をしてほしい
ワン！

申し込み・問い合わせ

下記のアドレスにアクセスし、お申し
込みください。
https://peace.jccu.coop/
西ブロック（担当：松井）
0120－075－136
10：00 ～17：00（土日休）

問い合わせ

組織運営部
075－672－6304
9：30 ～17：00（土日休）

環境の取り組み
ペットボトルキャップの回収量

4月度

5月度

270,900 個

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。

93.2％

マイバッグ持参率

推定でレジ袋 105 万枚（ 原油換算でドラム缶 53 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（ 4 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

10.5t（73.7％）

9.4t‐CO₂

トレー

お店

2.0t（65.4％）

9.7t‐CO₂

ＰＥＴボトル

お店

8.7t（205.5％）

28.2t‐CO₂

卵パック

お店 宅配

3.1t（62.7％）

11.4t‐CO₂

カタログ類

宅配

369.9t（84.3％）

※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（3 月度単月の実績 kWh）

洛北支部

2,839 kWh 洛中支部

3,442 kWh 洛東支部

コープ下鴨

3,173 kWh コープ城陽

4,825 kWh

コープきぬがさ

1,049 kWh コープ山科新十条

21,126 kWh

7,285 kWh

※各イベントは、新型コロナウイルス感染拡大の状況で内容の変更や中止となる場合があります
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