
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

新登場！
コープの三大疾病保険

　「三大疾病」ってご存じですか？ が
ん・脳卒中・急性心筋梗塞を三大疾病
といいます。入院が長期化する傾向に
あり、治療費が高額になることもある
病気です。このたび、組合員のために
三大疾病に備える保険を作りました。
84歳まで新規加入でき、100歳まで
継続できます。健康状態の告知も２つ
の質問だけで、簡単に申し込みできま
す。ぜひ一度パンフレットをご覧くだ
さい。

資料請求・問い合わせ
コープ保険サービス

（㈱京都コープサービス）
0120ｰ39ｰ9775

10：00～17：00（土日祝休）
＊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。

3.11を忘れない被災地 の 今

　仙台市は、津波の被害を受けて人が住めなくなった東部沿岸地域の一部を、スポーツやレクリエーションのできる「海岸公園」として
再整備しました。海岸公園馬術場（以下馬術場）はその一角に位置し、馬とのふれあいや乗馬の機会を市民に提供しています。
　馬術場は2001年のみやぎ国体の際、競技会場として新設された場所で、乗馬ファンに長く親しまれてきました。しかし2011年3月
11日の震災でその歩みは一旦途切れました。馬術場は津波の直撃を受け、55頭いた馬のうち19頭が犠牲になりました。
　所長の木幡良彦さんは、水の引いた13日から他のスタッフとともに馬の捜索にあたりました。「キャンディ
という馬は津波の翌日、施設から少し離れた仙台東部道路で見つけ保護しました。その後35頭を救出
しましたが大ケガをしている馬が多く、他の場所に移して治療しました」。
　海岸公園の整備が進み、馬術場が元の場所で営業再開を果たしたのは、それから7年4力月後の
2018年7月のことです。オープニングイベントではオリンピック2大会出場の経験を持つ木幡さんが演
技を披露したほか、津波から生還したキャンディ号の引き馬体験が行われました。
　中口和哉さん（営業部）は「馬術場が再開することで、再び地域が盛り上がってくれたらいいなと思い
ながらオープンの準備を進めました」と振り返ります。再開の日は「沿岸部が懐かしくて」という元住民や「馬
がどうなったか気になっていた」という人も訪れ、馬術場のスタッフを喜ばせました。
　馬術場では乗馬はもちろん、馬のエサやりや引き馬などさまざまな体験ができます。中には「ただ見てい
るだけでもいい」と無心に馬を眺めている人もいるそうです。
　「復興が進む沿岸部の風景に心が追い付かないという人も多いでしょう。馬とのふれあいで、少しでも
前向きな気持ちになっていただければと思っています」（中口さん）。
　現在は、馬の生態学習や隣接する冒険広場との連携によるサイクリングロード引き馬体験など、子ども
たち向けの取り組みも積極的に行っています。
　復興のシンボルともなっている海岸公園に人が集い、馬術場からまた乗馬のオリンピック選手が出る…。
そんな夢を語り合いながら木幡さんも中口さんも、乗馬の楽しさを広く市民に伝えようと頑張っています。

◎海岸公園馬術場（指定管理者・乗馬クラブクレイン）　https://www.kaigankoen-bajyutsu.jp/

▲木幡良彦さん（左）と中口和哉
さん。「ここは公園なので気軽に立
ち寄っていただける。エサをやった
り、引き馬をしたり、より乗馬が身
近に感じられる施設にしたいです」

▲クリーム色のたてがみを持つ
キャンディ（16歳・メス）は引き馬
体験の人気者。津波で生き残っ
た36頭のうちの1頭です

―地域とスポーツ―

復興した馬術場からいつかオリンピック選手を
宮城県仙台市／海岸公園馬術場

情報提供／みやぎ生協・コープふくしま

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 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。

96.4％マイバッグ持参率

305,300個ペットボトルキャップの回収量

6月度

7月度

洛北支部 4,498kWh 洛中支部 6,673kWh 洛東支部 7,320kWh

コープ下鴨 3,807kWh コープ城陽 6,061kWh 本部 3,599kWh

コープきぬがさ 1,351kWh コープ山科新十条 24,295kWh

各施設の太陽光発電　発電量（5月度単月の実績kWh）

種別 回収先 回収量（回収率） 削減CO₂

 牛乳パック 10.8t （46.3％） 9.7t‐CO₂

 トレー 2.3t （86.5％） 11.4t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 8.3t （153.8％） 27.0t‐CO₂

 卵パック 1.5t （30.3％） 5.4t‐CO₂

 カタログ類 399.8t （89.4％）

＊リサイクルデータ（6月度）＊
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琴引浜
「プラスチックゴミ問題を
考えるフィールドワーク」
参加者募集！

　プラスチックは我々に利便性と恩恵
をもたらした素材ですが、一方で地球規
模での環境汚染が懸念されています。
日本海での漂着物の実態を学びます。
・文化館内見学・学習・説明
・琴引浜でプラスチックと貝殻集め
日　時  10月17日（土）

　　　　10：30～14：00
　　　　（10：30までに現地集合）
場　所  琴引浜鳴き砂文化館

　（京丹後市網野町掛津1250番地）
募　集  先着25人（事前申し込み要）
参加費  無料

　お弁当（丹後ばらずし）を１人
　１パックプレゼント（３歳以上）。
　※お茶は各自持参
申し込み期間  9月７日（月）～

　定員になり次第締め切ります
申し込み・問い合わせ

組織運営部
075ｰ672ｰ6304

10：00～17：00（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⇒

「タニタの社員食堂セミナー」
～500kcalのまんぷく定食のコツ～
参加者募集！

2020年度の
総代選出について

　7月15日、第２回総代選挙管理委員
会を開催し、立候補・推薦受付期間内の
届け出が全ての選挙区で定数内である
ことを確認しました。よって、総代選挙
規約第９条に基づき、515人全員を無投
票当選として決定しましたので、お知ら
せします。
　任期は、2020年8月～2021年7月
までとなります。内訳は次のとおりです。

  北ブロック（104）／東ブロック（96）
  西ブロック（124）／南ブロック（114）
  両丹ブロック（77）

2020年7月15日
京都生活協同組合　総代選挙管理委員会

　「くらしの助け合いの会」への募金（4
月）、および「ＮＰＴ代表派遣募金」（4月
～5月）、「平和募金」（5月～6月）につ
いて報告いたします。
■「くらしの助け合いの会」への募金
　総額　908,563円
■核拡散防止条約（NPT）再検討会議
　代表派遣募金
　総額　830,710円
■平和募金
　総額　800,387円
　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。
　なお、4月末に国連で開催が予定さ
れていたＮＰＴ再検討会議は、新型コロ
ナウイルスの世界的な感染拡大により、
2021年1月への延期が検討されていま
す。これにより、生協からの現地への代
表団の派遣が困難となり、代表派遣は中
止となりました。ご協力いただいた募金
は、今後、被爆者を支援する団体への寄
付や平和の取り組みなどに活用させて
いただきます。

募金への御礼とご報告

　「控除証明書（共済掛金払込証明書） 
兼 割戻通知書」発送時期のお知らせに
ついて
　《たすけあい》の「割戻金のご通知」と

「共済掛金払込証明書」、《あいぷらす》
《ずっとあい》の「共済掛金払込証明書」
をそれぞれひとつにして、まとめて８月
下旬より発送いたします。
　年末調整、確定申告まで大切に保管し
てください。
問い合わせ  コープ共済センター

0120ｰ50ｰ9431
9：00～18：00

（日・年末年始休）

CO・OP共済
《たすけあい》《あいぷらす》
《ずっとあい》にご加入の皆さまへ

ユニセフお年玉募金（1月
～2月）のお礼とご報告

　京都生協では世界中の子どもたちの
幸せを願い、30年前からユニセフお年
玉募金に取り組んでいます。今年の募金
について報告いたします。
　総額3,415,258円
　300万円はユニセフの指定募金プロ
グラム「ミャンマーの女性と子どもの
ための栄養支援＊」に、残りは一般募金
として役立てます。
　ご協力いただきました皆さま、あり
がとうございました。
＊このプログラムの目的は、ミャンマー東部
シャン州、チン州、ラカイン州、カレン州で、
5歳未満児、妊娠中および授乳中の女性の、
栄養総欠乏症を含む低栄養症の罹病率・死
亡率を下げることです。

　（株）タニタヘルスリンクの講師を招
き、塩分控えめでおいしく健康的な食
生活のコツを学びます。
講　師  金華蓮さん（管理栄養士）
日　時  10月1日（木）

　　　　10：00～12：00
場　所   京都テルサ　東館３階　

　　　　 ＢＣ会議室
交　通 　

・近鉄「東寺」下車、東へ徒歩5分
・地下鉄烏丸線「九条」下車、西へ
　徒歩5分
・京都市バス「九条車庫」下車すぐ
募　集  30人（託児なし・事前申し込み要）
受付開始  8月31日（月）10：00～

　定員になり次第締め切ります
参加費  無料
申し込み・問い合わせ

組織運営部
075ｰ672ｰ6304

10：00～17：00（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⇒

「はじまるばこ」お申し込み
2万人を超えました！！

　「はじまるばこ」は、京都府にお住まい
の１歳未満の赤ちゃんがいらっしゃる方
を対象に、お申し込みいただいた方全員
に無料でプレゼントをお届けする、京都
生協の子育て支援の取り組みです。
　生協に加入されていない方にもお届け
していますので、まだお申し込みされて
いない方に、ぜひ教えてあげてください！

申し込み
子育て応援サイトから →

問い合わせ
組合員コールセンター

0120ｰ11ｰ2800
月～金8：45～21：00
土9：00～17：30（日休）

＊2020年4月の太陽光発電量に誤りがありました。
洛北支部【誤】3,165kWh 【正】3,693kWh、洛中支部 【誤】5,496kWh　【正】5,121kWh
コープきぬがさ【誤】1,172kWh　【正】1,091kWh　お詫びして訂正いたします。

※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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