
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

あるあるネタや、クスッと笑えるもの
あなたの家計術など、５・７・５の川柳にして応募ください。『年金・老後資金』テーマ：

募集締切 11月20日（金） 当日消印有効

結果発表 『コーポロ』2021年2月号
およびホームページで発表

075-662-5100
共済事業部(西山) 9：30～17：30(土日休)

問い合わせ

応募資格 京都生協組合員とその家族
お１人１作品、未発表に限ります

賞品 ☆金賞（１人）…  5,000円相当ギフト券
☆銀賞（５人）…  3,000円相当ギフト券
☆LPA賞(10人) … きょうまるポイント1,000円分
受賞者以外の方にも「参加賞」をプレゼント

応募方法 郵送または京都生協のホームページから応募ください
（専用ハガキ付チラシは宅配の配達担当、
店舗サービスカウンターにお申し出ください）

LPA（ライフプラン・アドバイザー）企画

～今年もお待ちしています、あなたの力作～
ライフプラン「川柳」大募集
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「くらしを守る取り組みを支える募金」
にご協力ください

　京都生協では、暮らしに関わる社会・
経済などの課題解決に向けた学習や取
り組み、2019年度より運用を開始した
社会貢献活動助成金制度など、これらの
活動を広げるために「くらしを守る取り
組みを支える募金」に取り組みます。ご
協力をお願いします。
募金のおもな使用目的
　京都生協社会貢献活動助成金制度、
暮らしの安心を実現する取り組み（消費
者被害を防ぐための取り組み、「消費者
力パワーアップセミナー」の援助）や宣
伝費用、京都消費者大会、母親大会など
への分担金・協賛金、それらに関わる経
費など
募金は注文書で
10月12日～11月13日提出分の注文書
にご記入ください。
注文番号　１１7 0　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。

　京都生活協同組合（以下、京都生協）では「所在不明の組合
員の整理に関する規約」（2001年５月31日施行）に基づき、
2018年８月に「出資配当金と出資金現在高のお知らせ」ハガキ
を郵送し、所在不明などのためお届けできなかった組合員（以
下、整理対象組合員）には所在確認調査を行ってまいりました。
　加えて、整理対象組合員について、2020年10月に電話かけ
による所在確認最終調査を行います。
　その結果、所在確認ができなかった方については、同規約に
基づいて本年度末日（2021年３月20日）に整理手続き（自由脱
退処理）を行い、脱退出資金を預り金として２年間管理します。
　本年度末日までに所在確認ができた場合、または整理対象組
合員（の関係者様）よりご連絡をいただいた場合には、整理対象
から除外します。
　つきましては、転居などの事由により既にご住所を変更され
た組合員で、京都生協への住所変更申請手続きをされていな
い方（の関係者様）は、下記連絡先または最寄りの支部・店舗
までご連絡をお願いいたします。

連絡先  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）
または
経営企画部経理出資金係
〒601－8382　京都市南区吉祥院石原上川原町１－２

 075ｰ681ｰ2200　  075ｰ691ｰ4994
9：00～17：30（日・年始休）
手続きに必要な書類は、右のコードからも
ご請求いただけます。

所在不明組合員の整理に
関するお知らせ

　京都生協では組合員の皆さまの声を事業や活動に反映して
いくために、アンケートを実施します。ご協力をお願いします。
実施期間  10月5日（月）～10月18日（日）
URL  https://emotion-tech.net/XPACU2rC

回答はWebのみとなっております。スマホやパソコンなどか
ら入力をいただきますよう、お願いします。

問い合わせ  政策企画部（担当：上羽・日比）
075ｰ672ｰ6304　9：00～17：30（土日休）

組合員アンケート実施のご案内

消費者力パワーアップ
セミナー2020　第1期

テーマ  新型コロナウイルスの感染拡大による契約トラブル
などについて（３講座共通）
日　時 

①10月27日(火)　10：00～11：30 
②10月29日(木)　14：00～15：30
③10月30日(金)　10：00～11：30 
講　師  ①渡邊孝子さん　②③森順美さん
場　所  京都市消費生活総合センター
交　通  地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」直結
定　員  各講座20人　 参加費  無料
申し込み期間  10月6日（火）～10月20日（火）

　　　　　　（定員になり次第締め切ります）
主　催  京都生協・コンシューマーズ京都・京都市・京都府
申し込み  京都いつでもコール 075ｰ661ｰ3755

きょうされん第43次国会請願署名および
募金へのご協力ありがとうございました

　京都生協が「きょうされん（障害のある方
が働く共同作業所の全国組織）」とともに取
り組んだ署名と募金に多くの組合員よりご
協力をいただき、本当にありがとうございま
した。きょうされん京都支部から国会請願
行動の報告が届きましたので紹介します。

署名数 募金額

全国 855,945 24,410,118

京都 132,683 6,532,920

うち京都生協 5,947 2,550,672

　今年も「あたりまえに働き えらべるくらしを～障害者権利条約を地域のすみ
ずみに～」をスローガンとして掲げ、国会請願署名に取り組み、多くの京都生協
組合員の皆さまにご支援をいただくことができました。ありがとうございました。
　おかげさまで、全国で855,945筆の署名と2,441万118円の募金を集めるこ
とができました。例年の国会請願行動は新型コロナウイルス感染予防の観点か
ら中止し、支部や全国から直接国会議員に請願書の紹介議員を依頼し、承諾して
くれた議員に署名束を郵送し、採択への協力を要請しました。
　43年間休まずに取り組み続けてきた国会請願署名・募金運動。今期の審査結
果は衆議院・参議院ともに不採択でしたが、全国で集まっ
た85万筆を超える署名で私たちの主張に対する理解が今
年も大きく広がったことには間違いありません。組合員の
皆さまのご支援に感謝するとともに、引き続き、ご支援・
ご協力をお願いいたします。

きょうされん京都支部

『コーポロ』6月号
「エコアクション」の結果報告

　プラスチックフリーの暮らしを考える「エコアク
ション」に1,047人の方が参加されました。私たちの
生活にすっかり浸透・定着したプラスチックを削減
していくことは容易なことではありません。しかし、
地球環境の持続可能性を考えると長期的には「脱プ
ラスチック」の社会に向かっていく必要があります。
　CO・OP商品の容器包装は４つの視点で計画的
に改善を進めていきます。
 ①リデュース（プラスチックの使用総量の削減）
 ②リユース（詰替用規格などの配置）
 ③リサイクル（回収プラを原料とする容器包材の利用）
 ④植物由来素材の利用
ご協力いただき、誠にありがとうございました。

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 110 万枚（ 原油換算でドラム缶 55 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。

94.4％マイバッグ持参率

700,900個ペットボトルキャップの回収量

7月度

8月度

洛北支部 3,312kWh 洛中支部 5,626kWh 洛東支部 6,898kWh

コープ下鴨 3,483kWh コープ城陽 5,512kWh 本部 1,992kWh

コープきぬがさ 1,111kWh コープ山科新十条 23,054kWh

各施設の太陽光発電　発電量（6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 12.1t （52.6％） 10.8t‐CO₂

 トレー 2.1t （76.0％） 10.2t‐CO₂

 ＰＥＴボトル 9.6t （185.5％） 31.1t‐CO₂

 卵パック 1.4t （30.1％） 5.2t‐CO₂

 カタログ類 388.1t （86.2％）

＊リサイクルデータ（7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

京都生協内の優秀作品は、
全国大賞に出展します。
応募された作品の著作権は
京都生協およびコープ共済連に帰属します。

1位 エコバッグを持って買い物に行く 958 91%
2位 ポイ捨てはしない 786 75%
3位 詰め替えタイプの商品を選ぶ 685 65%
4位 マイボトルに飲み物を入れて持ち歩く 677 65%
5位 レジ袋はもらわない 662 63%
6位 使い捨ておしぼりはもらわない 230 22%
7位 野菜はバラ売りのものを選ぶ 179 17%
8位 量り売りのお店を選ぶ 71 7%
9位 通勤・通学時など、プラスチックごみを拾う 69 7%
10位 海岸の清掃活動に参加する 30 3%
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