
く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 と り く 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 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。

92.8％マイバック持参率

550,400個ペットボトルキャップの回収量

5月度

6月度

 洛北支部 172,049kwh  洛中支部 220,973kwh
 コープ下鴨 148,027kwh  コープ城陽 226,936kwh
 コープきぬがさ 42,711kwh

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 （48.6％） 8.8t‐CO₂

 トレー 0.9t （31.6％） 4.5t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 7.5t （176.6％） 24.5t‐CO₂

 卵パック 1.8t （41.3％） 6.7t‐CO₂

 カタログ類 337.9t （76.9％）

＊リサイクルデータ（5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

毎回好評！
「エンディングノートの
書き方」学習会

　いつかは訪れる人生の終い…。
　自分らしく生きるために…。
残された家族を安心させるために、また
自分や親の「そのとき」に備えて、準備
しておきたい基礎知識、残された家族
に伝えておきたい思いを「エンディング
ノート」にして残しておきましょう！
日　時  9月27日（木）

　　　  10：30～12：30
申し込み締め切り  9月21日（金）

　　　　定員になり次第締め切ります

　もしもの時に残された家族が安心し
て生活できるように、誰(遺族)に何(遺
産)を残すのかを考えておくのは大切
なことです。「相続」が「争族」になら
ないために、相続、遺言の基礎知識を学
びましょう。
日　時  8月23日（木）

　　　  10：30～12：00
申し込み締め切り  8月17日（金）

　　　　定員になり次第締め切ります

京都市動物園で「温暖化による動物へ
の影響」、「生物多様性の重要性」につ
いて学びます。
①「象」を題材に学びます
②園内の見学
③象の糞で作った紙にメッセージ記入
日　時  ９月29日（土）

　　　　10：30～12：30
場　所  京都市動物園　

　　　　レクチャールーム
　　　　（京都市左京区岡崎法勝寺町
　　　　岡崎公園内）
　　　　10：30までに正面入口前に
　　　　集合ください
募　集  先着50人
参加費  無料
申し込み期間  9月4日（火）～

　　　　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
075－672－6304

10：00～17：00（土日休）
お申し込み時に氏名（フリガナ）、住所、
電話番号、出資番号をお知らせください。

「相続」はライフプラン
の最終章です
～相続の基礎知識を
学びましょう～

「いきもの学校　
（ 京都市動物園編 ）」
参加者募集 ！

「住まいの相談会」
開催します

募金への御礼と
ご報告

　「くらしの助け合いの会」への募金（4
月）およびきょうされん全国大会募金

（4月～5月）、平和募金（5月～6月）に
ついての報告いたします。
■「くらしの助け合いの会」への募金
総額868,901円
■ きょうされん全国大会募金
総額1,085,111円
■ 平和募金
総額1,348,089円（７月10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。

　「コープ仏壇店 」にてお盆に向けて
仏壇仏具・盆提灯のセールを開催しま
す。手元供養～小さな自宅墓～・「松榮
堂」「薫寿堂」のお線香など、多数取り
揃えております。ぜひご来店ください。
クオレ葬・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！
期　間  8月19日（日）まで
場　所  京都生協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
問い合わせ

クオレ案内センター
0120－402－900

営業時間9：00～18：00
無休 (1/1･2除く)

「クオレ夏のお盆セール」
を開催！
仏壇・仏具・盆提灯ほか
多数品揃え！

　下記2日間、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
　水廻りリフォームや取り替え
・窓、玄関、車庫などの外回り
・屋根、外壁などの大雨台風対策や内
　装など住まいのこと全般
　ご相談お見積りは無料です。来場予
約特典あり、ぜひご利用ください。
日時会場  9月1日（土）

　　　　TOTO京都ショールーム
　　　　9月2日（日）
　　　　LIXIL京都ショールーム
　　　　10：00～17：00
交　通  地下鉄烏丸線・東西線

　　　  「烏丸御池」下車徒歩5分ほど
　　　　駐車場あり
参加費  無料
申し込み・問い合わせ

コープハウジング（担当：梅田）
ご来場の日時とご相談内容をお申し込
みください。

0120－818－395
9：30～17：00（日祝休）

● いずれの学習会も
講　師  京都生協組合員LPA（ライフプラン・アドバイザー）
場　所  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

　　　　京都市バス・京都バス「二条駅前」下車いずれも徒歩３分
募　集  各20人　　 参加費  1人100円（資料代）
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　9：30～17：00（土日祝休）

ヒバクシャ国際署名
10万筆の目標に向けて皆さんの
ご協力をお願いいたします！

　誰もが安心して毎日を暮らせるため
に…
　ヒバクシャ国際署名は、誰もがすぐに
できる世界平和の活動です。一つひとつ
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。
　京都生協は2020年度までに10万
筆を目指して取り組んでいます。すで
に署名された方は、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。
　12ページの署名用紙に記入いただき
ご提出ください。
＜インターネット署名＞　

みんなで行こうピース＆ピース
平和のトークコンサート

～原爆の子の像「佐々木禎子」が遺したもの～

特定非営利活動法人 SADAKO LEGACY 副代表／シンガーソン
グライター佐々木祐滋さんの歌と語りで平和について一緒に考え
るひとときです。ご家族揃ってお越しください。

日　時

場　所

交　通

募　集

申し込み・問い合わせ

8月26日（日）　10：30～12：00
立命館大学　以学館２号ホール

阪急電鉄「西院 」から京都市バス快速202/快速205
にて15分、「立命館大学前（終点）」下車

400人　定員になり次第締め切ります

組織運営部
075－672－6304

10：00～17：00（土日休）

携帯電話・
スマートフォン
からの申し込み
はこちらから→

佐
さ さ き

々木 祐
ゆ う じ

滋さん
シンガーソングライター。広島平和記念公
園にある「原爆の子の像」のモデルとなった
少女「佐々木禎子」の甥にあたる被爆二世。

「禎子物語を語り継ぐ責任がある」という想
いから佐々木禎子をモチーフにした楽曲を
作って活動しており、世界各地で高い評価を
得る。禎子の想いを綴った楽曲「INORI」は、
2010年のNHK紅白対抗歌合戦で歌手のク
ミコによって歌われ、2011年には人気ロッ
クミュージシャンのエリック・マーティンが
カバーした。全国の小中学校や各地の平和
イベントに積極的に参加しておりこれまで
に講演会＆ライブを行った学校数は300校

（※2010年現在）を越えた。

昨年のアンコール企画！

　こちらから署名で
きます。原則ひとり
１回となります。

大
募集
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