
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 101万枚（ 原油換算でドラム缶 50 本分 ）の削減となり
ました。これにより削減できたCO₂ 量は、42t-CO₂です。

92.7％マイバッグ持参率

296,700個ペットボトルキャップの回収量

1月度

2月度

 洛北支部 193,087kwh  洛中支部 259,553kwh
 コープ下鴨 171,492kwh  コープ城陽 261,026kwh
 コープきぬがさ 51,212kwh

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 7.9t （35.6％） 7.1t‐CO₂

 トレー 1.2t （44.7％） 5.7t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 4.3t （142.9％） 13.9t‐CO₂

 卵パック 1.7t （34.8％） 6.3t‐CO₂

 カタログ類 230.5t （41.8％）

＊リサイクルデータ（1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。
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食育企画
田植え体験交流会　
参加者募集

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！

　ヒバクシャ国際署名は、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・廃絶を求めるものです。京都生協も
全国の生協や多くの団体と協同して署名に
取り組んでいます。京都生協では2020年
までに10万人の署名をめざして取り組み、
2019年3月現在、約7万3,000人の署名
が集まっています。引き続き、核兵器廃絶
に向けた大きな一歩となるように「ヒバク
シャ国際署名」へひとりでも多くの方のご
協力をお願いいたします。　
＜インターネット署名＞　
こちらから署名できます。
原則ひとり１回となります。

ＬＰＡの会からの
お知らせ

家庭でできる国際協力！
書損じハガキなどの回収
キャンペーンに今年も
ご協力お願いします

ご家庭にある有価物
書損じハガキ

未使用切手

中古ＣＤ・ＤＶＤなど

ご提供ください！
　有価物の詳細は、3月11日（月）～15
日（金）に宅配で配布した回収専用封筒
の裏面をご覧ください。専用封筒は3月
18日（月）からコープのお店のサービス
カウンターでもご用意しています。
　有価物は専用封筒に入れて、郵送を
お願いします（送料無料）。配達時や店
頭での回収はいたしておりません。
　回収した有価物は換金し、NGO「ハ
ンガー・フリー・ワールド」を通じて発
展途上国の飢餓・貧困の撲滅のための
活動に役立てられます。
　昨年の換金額は、約778万円でした。
ご協力ありがとうございました。

回収封筒の請求・問い合わせ
両丹ブロック（担当：道下）

0120－075－262

　ＪＡ京都にのくに綾部小畑地区との
田植え交流企画です。お米の大切さや
自然のすばらしさを、田植え体験を通
して親子で学びませんか？ 田植えのあ
とには手づくりカレーランチをいただ
き、生産者との交流を予定しています。
★現地解散ですので観光や温泉なども
楽しめます。
日　時  5月18日（土）

　　　  10：15集合
　　　  15：00解散予定
場　所  綾部市小畑地区　現地集合

　 　（自家用車などでご参加ください）
定　員  45人

　  （応募多数の場合、抽選となります）
参加費  大人1,000円  子ども500円
持ちもの 　帽子、タオル、お茶、

　　　　ビーチサンダル、着替えなど
申し込み締め切り  4月26日（金）
申し込み・問い合わせ

京都生協　北ブロック
0120－075－028

9：00～17：00（土日祝休）
 kita-burokku@kyoto.co-op.jp

件名に「綾部田植え」、参加者全員のお
名前（お子様は年齢）、日中連絡のつく
電話番号、組合員番号、郵便番号、住所
をお知らせください。

①｢エンディングノートの書き方｣学習会
　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！
②「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～
　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、相続、遺言の基礎
知識を学びましょう。
日　時  ①4月19日（金）

　　　　　10：30～12：30
　　　　②5月15日（水）
　　　　　10：30～12：00
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
　　　　京都バス・京都市バス
　　　　「二条駅前」下車
　　　　いずれも徒歩３分
募　集  各20人
参加費  各100円（資料代）
講　師  組合員ＬＰＡ(ライフプラン・

　　　　アドバイザー、ＦＰ資格有)
申し込み締め切り  ①4月17日（水）

　　　　　　　　②5月13日（月）
※①、②いずれの講座も定員になり次
第、締め切ります。お電話でお申込みく
ださい。
申し込み・問い合わせ

共済事業部ＬＰＡ事務局（担当：駒井）
075－662－6661

9：30～17：30（土日休）

京都国際マンガミュージアム年間パスポート
「えむえむフリーパス」生協割引のお知らせ

　日本のマンガ文化を大きく育み明日に受け継いでいくために、2006年11月に元
龍池小学校跡地にオープンした「京都国際マンガミュージアム」。
　約5万冊のマンガが読み放題で、幼児や小学生向けの「こども図書館」もあり、大
人も子どもも楽しめる施設です。
　このたび期間限定・京都生協組合員限定で年間パスポート「えむえむフリーパス」
が半額で購入できますので、ぜひこの機会にご利用ください。
年間パスポート「えむえむフリーパス」割引価格
　大人（一般） 6,000円→（組合員割引価格） 3,000円
　中高生　　 3,600円→　　　　　　　　 1,800円
　小学生　 　1,200円→　　　　　　　　 　600円
※発行日より1年間、何度でも入館可能。
※小学生のみでの入場は不可。中学生以上の方と一緒にご利用ください。
割引価格での購入期間  9月30日（月）まで実施中
購入方法  京都国際マンガミュージアムの窓口で京都生協の組合員番号が記載され

た書類（きょうまるカード、出資証書、宅配注文用紙、お届け表、出資残高通知ハガキ）
を提示し、年間パスポートの申し込み書類に記入後、現金と一緒にご提出ください。

問い合わせ  京都国際マンガミュージアム事務局
京都市中京区烏丸御池上ル（元龍池小学校）
地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」2番出口すぐ

075－254－7414

募金お願いしま～す！
いつも「くらしの助け合いの
会」を応援していただいて
ありがとうございます！

　「くらしの助け合いの会」は、京都生
協創立20周年を記念して「たすけあい
共済」とともに産声をあげました。その
後正式発足となり、皆さんと支え合い
ながら33年を積み重ねてきました。
　病気やけが、高齢、産前産後など

「ちょっと困ったな…」にそうじ・洗濯・
買い物・食事づくり・通院・病院内の
付添いなど組合員どうし「お互いさま」
の気持ちで助け合ってきました。さら
に「くらしの助け合いの会」の役割発
揮の時代だとひしひし感じる今日この
頃。頑張りま～す！
　引き続き、みなさんの大きなご支援・
ご協力をよろしくお願いいたします。

募金方法
３月４回～４月３回の宅配ＯＣＲ注文用紙に
下記の注文番号と口数をご記入ください。

問い合わせ
くらしの助け合いの会

075－465－6886
10：00～16：00（土日祝休）

…１口100円
…１口1,000円

1125
294721

…1口100ポイント279960

3.11を忘れない被災地 の 今

　亘理町は町面積の約半分が浸水し、8 万人が避難しました。震災から数カ月後、引地恵さん
は町内でコミュニティづくりのためのワークショップを始めました。
　亘理町には着物の残り布でつくった巾着袋にお米などを入れて感謝を伝える返礼の文化が
あります。引地さんは、その巾着袋を地元の女性たちの手で再現し、着物リメイク雑貨として販
売していこうと考えました。ワークショップに集まった地元の女性たちとともに和裁の先生の指導
を受けながら、手作りの巾着袋を「商品 」として送り出せるよう、腕を磨きました。
　2015年、引地さんは大きな決断をします。着物リメイク雑貨の製造販売をコミュニティ活動から
切り離し、新たにつくった㈱WATALISへ移したのです。販売したお金で材料を仕入れ、つくり手
に製作費を支払い、経費をまかなう―。そんな当たり前の「ビジネス」として事業を続けるためでした。
　「コミュニティ活動と並行して取り組んでいたので、着物リメイク雑貨の製造販売も、震災後の
一時的な仕事づくりと見られていました。商談に赴くと、“きちんと供給できるのか”“納期は守れ
るのか”と信用を得る難しさに直面しました。“震災から時間が経っているので、もう扱わない”と
言われたこともありました」。
　“素人に会社経営は無理だ”と危ぶむ声もありましたが、引地さんはビジネスコンペに応募して
受賞したり、ウェブ上に販売サイトを開設したりするなど積極的に道を拓きました。つくり手さんに
縫製を仕事として続けるかどうかを確認し、一層クオリティの向上に努めました。
　㈱ WATALISの事業は地元の友人知人や震災後につながった人々の応援を受け、着実に歩みを進めてきました。従業
員は現在、つくり手を含めて12 人。アクセサリーや小物雑貨など商品の種類も増えました。WATALISは亘理町のワタリと
お守りの意味のTALISMAN（タリスマン）を組み合わせた造語です。「商品を手に取っていただくことで亘理町に関心を持っ
ていただければうれしいですね」。
　故郷で生まれ故郷を伝える地場産品は、地域経済の担い手になります。「長く続けることで地元に少しでもお金が入り、活気が生ま
れる。そういう道を目指していきたい」と引地さんは願っています。　  株式会社WATALIS ホームページ http://watalis.co.jp/

―復興を担う女性たち―

「亘理町の文化から生まれた手作り雑貨を
 ビジネスとして長く続けていきたい」  株式会社 W

ワ タ リ ス

ATALIS

情報提供／みやぎ生協

▲引地恵（ ひきちめぐみ ）さん。
2016年、「ちょっとお洒 落して
集える場がほしい」との要望に応
え中町カフェをオープンしました。
様々な商品を手に取って見ること
もできます。

▲巾着袋は地元の女性たちが少
し訛って「ふぐろ」と呼んでいたこ
とから「FUGURO」と名付けられま
した。（写真提供：㈱WATALIS）

組合員
限定企画！

ポイントによる募金

マスコットキャラクター
「マミュー」
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