
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。

761,100個ペットボトルキャップの回収量

8月度

推定でレジ袋 108 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。

94.3％マイバッグ持参率
9月度

洛北支部 2,291kWh 洛中支部 4,373kWh 洛東支部 5,410kWh

洛西・城南支部 21,240kWh コープ下鴨 2,346kWh コープ城陽 3,819kWh

コープきぬがさ 808kWh コープ山科新十条 16,910kWh 本部 1,021kWh

各施設の太陽光発電　発電量（7月度単月の実績kWh）

※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。

種別 回収先 回収量（回収率） 削減CO₂

 牛乳パック 11.8t （43.0％） 10.6t‐CO₂

 トレー 2.0t （72.1％） 9.7t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 8.4t （128.2％） 27.3t‐CO₂

 卵パック 1.4t （26.5％） 5.3t‐CO₂

 カタログ類 378.5t （67.6％）

＊リサイクルデータ（8月度）＊
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ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える

核 兵 器 廃 絶 国 際 署 名
被爆者は、すみやかな核兵器廃絶を願い、

核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを、

すべての国に求めます。

氏　　名 住　　所

〈この署名は、国連に提出します〉

取り扱い団体

【 連 絡 先 】

日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協 )

〒105-0012　東京都港区芝大門 1 丁目 3 番 5 号ゲイブルビル 902

電話 :　０３（３４３８）１８９７

H P : 　h ibakusha-appea l . ne t

※この署名は、これ以外の目的では使用しません

私は被爆者の訴えに賛同して署名します

ヒバクシャ国際署名連絡会

発電量合計58,218kwhは、およそ１２世帯分の1年間の電力をまかなうのと同等の削減効果になります！

ヒバクシャ国際署名
11万1,537筆を達成しました！

　「後世の人びとが生き地獄を体験しないように、生きている間に何としても核兵器のない世界を実現したい」
「ヒバクシャ国際署名」は、高齢となったヒロシマ・ナガサキの被爆者が、国際社会に向けて核兵器の禁止・廃
絶を訴え、2016年からスタートした取り組みです。毎年秋に開催される国連総会へ提出し、2020年までに世
界中で署名を集めることを目標としてきました。
　京都生協は、平和についての基本的な考え方である「京都生協 平和への願い」の中で、「核兵器の悲惨さを
体験した唯一の国にある生協として、核兵器は一刻も早く廃絶するべきであると考え、核兵器の保有、使用、威
嚇、開発、実験等は容認できません」としています。国内外すべての人に訴えるという被爆者の切実な思いに
共感し、2017年から全国の生協、京都府生協連、きょうされん京都支部、お取引先で構成する「せいきょう 虹
の会」や、多くの関係団体と力を合わせ、署名に取り組んできました。

　この度、当初の目標としていた10万筆を大きく上回る
11万1,537筆の署名が集まり、9月18日で取り組みを終
了しました。この署名は2021年1月に延期予定の、NPT
再検討会議での核軍縮の
話し合いを前向きに進め
る大きな力となります。

　たくさんのご協力を
いただき、誠にありがとう
ございました。▲コープきぬがさでの署名活動

　東日本大震災の被害が甚大であった
福島県では、復興に向けて長期的な支
援が必要です。「福島の子ども保養プロ
ジェクト」では、原発事故による被災地
の子どもたちやその保護者をケアする
活動を震災後継続して行ってきました。
子どもの心と成長、保護者の心身のケア
を中心とした、「福島の子ども保養プロ
ジェクト」を支援する募金にご協力をお
願いいたします。
※集まった募金は全額、福島県生協連
へ送金します。
募金は注文書で
11月16日～12月11日提出分の注文
書に口数をご記入ください。
注文番号　１１7 0
福島の子ども募金　１口100円
ポイントによる募金
注文番号　２７９９６０　1口100円
＊「ｅフレンズ」でも募金できます
※今回、コープのお店での募金はあり
ません

「福島の子ども保養
プロジェクト」への募金に
ご協力ください

　1988年3月に「ひとりぼっち
で食事をとらないで、みんなで食
べましょう」とお食事会がはじま
り、その年の９月には「会場に来
られない方のためにお弁当を届
けましょう」と、お弁当の配達が
始まりました。現在は左京区・上
京区・北区・中京区に広がり、約
100人の会員に毎週木曜日にお
弁当をお届けしています。旬と地
産地消、20種類以上の材料を使
うこと、全部手作りすることを大
切にしています。
　特に今回は配達にご協力いた
だける方を募集しています。運転
者、添乗者大募集です。少しでも
興味をお持ちの方はお気軽にお
問い合わせください。

配食のお弁当配達に
ご参加ください！

　「ウィズコロナの消費行動を考える」
　コロナ禍で、暮らしは大きく変化しましたが、
環境や未来のことも考えたいですね。
弁護士、環境ＮＰＯ法人、事業者の各分野からの講演と座談会を行います。
日　時  11月29日（日）

　　　　13：30～15：30
場　所  ウイングス京都イベントホール
交　通  地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」（5番出口）または

　　　　地下鉄烏丸線「四条」・阪急「烏丸」（20番出口）下車　徒歩約5分
募　集  50人
参加費  無料
申し込み締め切り  11月24日（火）（定員になり次第締め切ります）
申し込み・問い合わせ

ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都（担当：溝内）
 075ｰ251ｰ1003
 syodanren@mc2.seikyou.ne.jp

第51回　京都消費者大会 京都生協各ブロックLINE
公式アカウント友だち登録募集中！

　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、生協
が企画する学習会などの情報をタイム
リーにお届けします。

きょうまるの上の
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！

問い合わせ
組織運営部

075－672－6304
9：30～17：00（土日休）

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

　6月に取り組んだ、新型コロナウイルス感染症対策応援寄付金（医療または療養の
現場で働く方々への支援）へのご協力をいただき、ありがとうございました。
総額　200万円
※組合員の皆さまからの支援募金130万円に京都生協の寄付を合わせ、200万円を
　京都府に送金しました。

募金への御礼とご報告

自宅パソコンなどから
オンライン参加も

可能！

　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。

活動会員大募集！

「くらしの助け合いの会」からのお知らせ

申し込み・問い合わせ
くらしの助け合いの会　 075ｰ465ｰ6886　月～金10：00～16：00（土日祝休）

「第19回書損じハガキ等回収
キャンペーン」の報告

　京都生協は、家庭でできる国際協力
として、NGOハンガー・フリー・ワー
ルドが呼びかける「第19回書損じハ
ガキ等回収キャンペーン」に参加しま
した。今年の３～５月にかけて、組合
員の皆さんから寄せられた回収封筒は
4,981件（前年4,295件）、換金後の支
援額は990万5,346円（前年733万
6,543円）になりました。今回もたくさ
んのご協力ありがとうございました。

支援の詳細はハンガー・フリー・ワー
ルドのホームページをご覧ください。
http://www.hungerfree.net

未使用・書き損じハガキ 4,521,196 円

未使用切手 2,223,633 円

使用済み切手 123,375 円

ブルーチップ・グリーンスタンプ 287,250 円

商品券 1,060,900 円

中古 CD・DVD・ゲーム 198,870 円

金・プラチナ 1,002,718 円

外国紙幣 487,404 円

合計 9,905,346 円
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