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。

ヒバクシャ国際署名に皆さまの
ご協力をお願いいたします！
今こそ「核兵器の廃絶を！」
誰もができる世界平和の活動にご協力ください。

問い合わせ

くらしの助け合いの会
075 ｰ 465 ｰ 6886
10：00 〜16：00（土日祝休）
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コープ FP（ファイナンシャルプランナー）
個別相談サービスのご案内
新型コロナウイルスの影響で、生活
が大きく変化した方も多いことと思い
ます。漠然としたお金の心配、教育資
金のことや老後への備えなど、いろい
ろと不安をお持ちなのではないでしょ
うか？ コープ保険サービスでは、組合
員の心配ごとやこれからの生活設計・
夢などをお聞きしながら、ライフプラ
ン表を作成するサービスを行っていま
す。ご利用いただいた方からは「相談
してよかった」
「参考になった」など好
評です。ぜひお気軽にご利用ください。
ご訪問や Web での相談など、ご希望
に応じてご案内いたします。
申し込み・問い合わせ

コープ FP 個別相談サービス
専用ダイヤル
0120 ｰ 972 ｰ 937
10：00 ～19：00（木・日休）
＊コープ保険サービス（㈱京都コープ
サービス）は、京都生協が 100％出資す
る子会社で、生命保険・損害保険の保
険代理店です。
Web 相談は
こちらから

（当日消印有効）

※ 2019 年度は 8 団体に合計 130 万円を助成しました。

○応募期間：
７月 20 日（月）～９月 4 日（金）
（郵送 当日消印有効）
○助成までの流れ
募集（９月4 日（金）締切）
選考（10 月決定）
助成
→

普段生活していると、一人では困る場
面がいくつもありますね。
そんな時「困った時はお互いさま。組
合員同士で助け合いましょう」を合言葉
に、部屋の掃除、食事作り、洗濯、病院へ
の付き添いなど、高齢や子育て中の組合
員の暮らしへのお手伝いを35年間重ね
てきました。
ある時は手伝ってもらう利用会員、あ
る時はお手伝いする活動会員、また「今
は応援だけするわ！」の賛同会員として、
暮らしに合わせて活動に参加できます。
「頼もしき隣人たらん」の想いを大切に
した、生協らしい組合員同士の小さなボ
ランタリーな活動です。
現在、活動会員を大募集しています！
より良い暮らしを組合員同士で、支え合
いながら実現していきましょう。
ご利用のご相談もOKです。お気軽にお
問い合わせください。

▲原爆ドーム

京都生協は昨年、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりの推進を図ることを目的に、
京都府を拠点に SDGs に貢献する NPO などの団体の活動を支援する、
社会貢献助成金制度を 2018 年に創設しました。今回は第２回目の募集を行います。

→

「くらしの助け合いの会 」に
ご参加ください ！
活動会員大募集 ！

▲国連に署名用紙を提出
（ 提供：日本被団協 ）

メーカーのショールー
ムにてコープハウジング
のスタッフが住まいのご
相談を承ります。
【ご相談事例】
・キッチン、浴室、洗面、
トイレなどの水回りリフォームや給湯
器の取り替え
・窓、玄関、車庫などの外回り
・カーテンや内装など住まいのこと全般
ご相談・お見積りは無料です。
必ずご予約ください。ご予約がない場
合はご案内ができません。
日時・会場 両日10：00 ～ 17：00
9 月5 日（土）
TOTO 京都ショールーム
9 月6 日（日）
L I X I L 京都ショールーム
交 通 地下鉄烏丸線・東西線
「烏丸御池」
TOTO…4-1番出口より徒歩5分
L I X I L…2 番出口より徒歩1分
ご来場の日時とご相談内容をお申し込みく
ださい。※ショールームでの開催ができない
場合は中止になります。ご了承ください。

→

ヒバクシャ国際署名は、世界から核兵器を無くすため
の国際署名です。これまでに世界中で１千万人以上の
賛同を集める大きな署名運動となっています。京都生
協では7月6日現在、98,582筆の署名にご協力いただ
いています。
昨年、ローマ教皇が被爆地の広島・長崎を訪れ「戦争
のための原子力使用は犯罪以外の何ものでもない」と
のメッセージを発信し、核兵器使用の正当性を明確に否
定しました。核兵器に対する世界の市民の意識は確実
に変わってきています。
2021年１月に延期予定の「核不拡散条約（ＮＰＴ）再
検討会議」での核軍縮の話し合いを後押しするために
も、この署名へのご協力をお願いします。
１つひとつの声は小さくても、みんなが集まれば世界
を動かす「力」となります。ご家族や周囲の方にもぜひ
協力を呼びかけてください。皆さまのご協力をお願いし
ます。
＜インターネット署名＞
こちらのヒバクシャ国際署名のページから
オンライン署名もできます

応募 締 切

完全予約制「住まいの相談会 」

活動報告書提出（2021年 5 月）
○応募方法

①京都生協のホームページ
https://www.kyoto.coop/
から応募要項を確認の上「申請書」を
ダウンロードします
②必要事項を記入、必要書類を揃えて
右記の問い合わせ先へ郵送してください

○助成の対象となる団体（※以下を全て満たす団体が対象となります）
①地域課題や社会的課題の解決を目的に、不特定かつ多数のものの
利益の増進に寄与することを目指して、自発的な活動に取り組む団体
②営利または政治、宗教活動を目的としていない団体
③京都府内に活動拠点を置き、２年以上継続して活動している団体
④原則５人以上の構成員から成り、会則などを有し、毎年度活動計画書
および予算・決算書などを作成している団体
⑤京都生協から、当該助成金以外の分担金や活動援助費用などを
受けていない団体
○助成金額 １団体あたり上限 30 万円（予定）

※助成金の交付は通算して３回を上限とします。

問い合わせ

京都生活協同組合
組織運営部 助成金担当

〒601-8382 京都市南区吉祥院石原上川原町 1-2
075-672-6304 9：00 〜17：00（土日休）

申し込み・問い合わせ

コープハウジング（担当：梅田）
0120 ｰ 818 ｰ 395
府外からは 075-682-5760
9：30 ～17：00（ 日祝休 ）

「クオレ 夏のお盆セール」
を開催中 ！
仏壇・仏具・盆提灯ほか
多数品揃え ！
「コープ仏壇店 」の店内には約100 台
の仏壇を常設展示。お仏具・盆提灯・手
元供養の商品や法事返礼品「松榮堂 」
「薫
寿堂 」のお線香なども多数取り揃えてお
ります。ぜひご来店ください。生協のお
葬儀・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！
8 月16 日（ 日 ）まで開催中
場 所 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」すぐ
京都市バス・京都バス「二条駅前 」すぐ
期

コーポロ7月号についての
訂正とお詫び
コーポロ 7 月号 6 ページ「必要保障
額 」グラフに誤りがありました。以下
のように訂正いたします。

0120 ｰ 402 ｰ 900
9：00 ～18：00
無休 (1月1〜 2日除く)

ペットボトルキャップの回収量

5月度

【誤】

6月度
【正】

住宅ローンを組む際、一般的には「団体信用生
命保険 」への加入が条件となります。これは借
主が死亡または所定の高度障害状態になったと
き、その保険金でローンの残債が完済される仕
組みで、万一の時に遺族の住宅ローン返済の必
要がなくなるため、必要保障額が下がります。

なお、京都生協ホームページ「コーポ
ロWeb 版 」では、正しいデータを掲載
しております。ご迷惑をおかけいたしま
したことを深くお詫び申し上げます。

283,800 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。

93.5％

マイバッグ持参率

推定でレジ袋 104 万枚（ 原油換算でドラム缶 52 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（ 5 月度 ）＊

種別

間

問い合わせ

環境の取り組み

回収先

回収量
（回収率）

削減CO₂

牛乳パック

お店 宅配

10.8t（40.2％）

9.7t‐CO₂

トレー

お店

2.1t（71.6％）

10.2t‐CO₂

ＰＥＴボトル

お店

6.9t（152.3％）

22.3t‐CO₂

卵パック

お店 宅配

1.5t（26.5％）

5.5t‐CO₂

カタログ類

宅配

395.2t（71.3％）

※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（4 月度単月の実績 kWh）

洛北支部

3,165kWh 洛中支部

5,496kWh 洛東支部

コープ下鴨

3,679kWh コープ城陽

5,840kWh

コープきぬがさ

1,172kWh コープ山科新十条

8,581kWh

24,049kWh
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