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中北部の戦跡基地めぐり 
主催：コープおきなわ平和推進委員会 

嘉数高台、チビチリガマ、瀬嵩の浜などをバスで

めぐります。親子で平和について学習してみませ

んか（お一人での参加も可） 

【日時】11月 17 日（土） 
9〜16 時（8:50 集合）  

【集合】コープおきなわ本部  

（浦添市西原１-２-１） 

【参加費】無料 

【持ち物】飲み物、弁当 

（伊芸パーキングにて昼食。レストラン利用可） 

【服装】長袖、長ズボン、帽子、運動靴や履きな

れた靴でご参加ください。（虫よけスプレー） 

【申込み】☎098-879-1144   

（月〜金 9:30〜17 時） 

egao1144@okinawa.coop  

〔件名〕平和 〔本文〕お名前、連絡先、 

参加人数、お子さんは年齢を入力 

コープおきなわの取り組み

やくらしづくり活動の情報は、ホームページ、 

フェイスブック、店舗くみかつ掲示板で見ること

ができます。 

コープおきなわでは、被爆者の「後世の人びと

が生き地獄を体験しないように、核兵器のない世

界を実現したい」との思いに賛同し、また、コー

プおきなわの平和の基本政策である「平和なくら

しを子ども達に引き継ぐため」にも「ヒバクシャ

国際署名」に取り組みます。 

この署名は国連に提出します。 

◆協同購入では 10 月１週（10/1～10/5）に署名

用紙を配布しています。地域担当者にお渡しください。 

◆店舗ではサービスカウンターで随時受付中 

◆ホームページで電子署名ができます。 

 

※住所は市町村までの記入なので、 

個人情報にはあたりません。 

署名いた情報は、ヒバクシャ国際署名以外には使

用しません。 

お問合せ 098-879-1144（月～金 9:30～17 時） 

◆開催期間：６月～１２月までです。 
◆開催後は、「申請書兼報告書」に記入して郵送します。 

※「申請書兼報告書」は店舗掲示板かホームページから入手できます。 

 

 

 

 〔主催〕平和推進委員会 

平和についてゆんたくしませんか？  

◆１０月１７日（水） 

11：00～12：30 

コープ首里３階組合員活動室 

〔主催〕子育て推進委員会 

～屋根のある親子の遊び場～ 

〔参加費〕一家族１００円 
 

●１０月１０日（水）10～12 時 コープ山内２階 

●１０月１１日（木）10～12 時 あっぷるタウン３階 

当日の写真・動画撮影の件など、裏面をご確認ください 

くらしづくり活動ニュース 
くらしづくり活動の予定についてまとめてお届け！ 2018 vol.⑱ 

２０１８年 10月 8日発行 

総合推進室 098-879-1144 

（月～金 9:30～17:00） 

 

“ゆんたく（おしゃべり）の場”をコープおきなわが応援しま

す♪組合員１名を含む３名以上で申込み OK！ 報告書にご

記入いただいた声は生協の運営や方針に活かします。 

  

 

報告書を提出いただくと“ゆんたく（おしゃべり）の場”で使った飲

み物・食ベ物の費用の一部をお買物券で補助します。 

※上限 ３枚まで 

補助は使用

額によって、

異なります。 

購入費用の金額 
お買物券

の枚数 

500円以内 １枚 

501円～1000 円 ２枚 

1001 円以上 ３枚 

  

詳しくは、店舗掲示板

かコープおきなわ 

ホームページをご覧

ください。 

 

気になるあの商品

を試してみよう！ 
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１０・１１月 地域交流会  ～どなたでも参加できます。興味のある会場にご参加ください～ 
★ 参加費無料です*一部有料あり ★ 申込 と記載のある企画は、会場ごとにお申込みください  

メールの入力内容〔件名〕地域交流会〔本文〕名前、参加人数、お子様の参加の有無、連絡先 

主催ブロック名・日時・会場 内容・申込み方法・お問い合わせ先 

南部西ブロック協議会 
10 月 18 日（木） 10～12時 
コープおろくイートインコーナー 
定員：15 名 

◆こめ油学習会 
毎日使う油は考えて使いたいですね。健康面で注目 

されているこめ油を生活に取り入れてみませんか。 

申込 080-2705-4268（月～金 ９～13時 新垣） 

ﾒｰﾙ：coop-okinawa1042@docomo.ne.jp 

沖縄市ブロック協議会 
10 月 23 日（火）  
１０時半～１２時半 
コープ美里イートインコーナー 
申込不要 

◆コープ美里 deヘルスカフェ♪ ～ホッと一息コーヒータイム～              

店長と歩こう“知っ得店内ツアー”                

1 回目 11:00～/２回目 11:30～               

医療生協による健康チェック（血圧・骨密度・血管年齢） 

問合せ☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
那覇西ブロック協議会 
10 月 24 日（水） 10～12時 
あっぷるタウン３階 組合員活動室 
定員：先着20 名 
＊要申込み 

◆「今、防災をまなぶ」 
今知りたいこと必要なことが聞けますよ。那覇市防災

室の取り組みや、被災地支援（ボランティア）に参加

したコープおきなわ職員の話、食糧備蓄のヒントも！ 
申込☎080-1757-9176（月～金 9～13 時 宮城） 
ﾒｰﾙ:coop-kumikatu01@docomo.ne.jp 

うるま市ブロック協議会 

10 月 25 日（木） 10～12時 
コープ美里 2 階 組合員活動室 
定員:先着20 名 
講師：楽 亜美 先生 
（日本パステルアート協会 JPHAA） 

参加費：200 円/パステル持参は 100 円 

◆パステルアートを楽しもう 
絵が苦手な方でも帰るころには好きになる。そんなパステルアート

体験してみませんか？ ※カッター持参／汚れても良い服装で。 

申込期間 10/16（火）～10/19（金）託児あり/要申込み 

申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0045@docomo.ne.jp 

中部ブロック協議会 
10 月 26 日（金） 10～12時 
北谷町 桃原公民館 
講師：津嘉山 覚さん 
  沖縄医療生協健康つくり委員 
定員：先着20 名 

◆みんなで楽しく体を動かして、筋力について学びましょう。 
 参加費無料。動きやすい服装でお越しください。 
申込期間 10/9（火）～10/19（金） 
申込☎080-2705-4270（月～金 ９～13時 與那嶺） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0044@docomo.ne.jp 
 

宜野湾・中城ブロック協議会 
11 月 22 日（木）10～12 時 

浦添センター２階 組合員活動室 
定員：先着15 名  
託児あり（要予約） 

◆今日からできる災害対策 
専門家のお話を聞きながら一緒に学び、いざという時に 
備えましょう。災害食の紹介もありますよ(*^^)v 

申込 ☎080-1757-9268（月～金9～13 時 諸見里）  
ﾒｰﾙ：coop-okinawa1008@docomo.ne.jp 

中部ブロック協議会 
11 月 22 日（木） 10～12時 
コープ山内２階 組合員活動室 
定員:10 名程度＊申込不要 

◆電力自由化で現在よりお得になるの？ 

「電気を選ぶ」ってどういうこと？難しくって分かり 

にくい話を優しく解説。日頃の疑問を解決しよう！ 

試食もありますよ。 
問合せ☎080-2705-4270（月～金 ９～13 時 與那嶺） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0044@docomo.ne.jp 

南部東ブロック協議会 
11 月 22 日（木） 10～12時 
西原町社会福祉センター 大広間 
講師：沖縄県医療生協より 
定員：先着２０名 

◆一人でできる簡単ストレッチ！ 
いっしょに学びませんか？ 

動きやすい服装でご参加ください。 

申込☎080-1757-9244（月～金 9～13 時 高良） 

メール：coop-okinawa1003@docomo.ne.jp   
＜ご確認ください＞～全企画に共通です～ 
●企画時に写真・動画を撮影し、生協の広報物全般、報告書等に使わせていただきます。●いただいた個人情報は 
企画の運営の他、活動のお知らせにも使わせていただきます。●台風等、天候不良の際は中止・または延期します。 

協同購入：募金番号 ６０５６ （１口 １００円） 

自由記入欄に「口数」を記入してください。 

店舗：サービスカウンターの専用募金箱 
受付期間：１１月４日まで 

【報告】ご協力ありがとうございました。 

◆西日本豪雨緊急支援募金：4,878,582 円 

（取組期間：2018 年7/16～8/26） 

日本生協連を通して被災地に送りました。 
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