
コープおきなわでは、世界の子どもたちが、権利を守られ、平和に健やかに成長できることを願

い、毎年『お年玉募金』に取り組んでいます。皆さんから寄せられた募金は、「ユニセフ一般募金」、

「ユニセフ指定募金（東ティモール支援）」、「ボランティア団体援助金（県内の児童福祉に関わる

団体への援助金）」、「ラオス大洪水復興支援基金」として活用されます。 

★協同購入：１２月４週（24 日（月）～28 日（金））に募金専用封筒を配布します。 

    OCR 注文書でも１口１００円、番号「６００６」で受け付けます。 

★店舗：２０１９年１月１日よりサービスカウンターに募金箱を設置します。 

※詳しくは「うぃずこーぷ」１月号（12/24～28 配布）をご覧ください。 

≪報告≫ 
2017 年度はお年玉募金総額（5,236,344 円）を以下のように 

活用させていただきました。ご協力ありがとうございます。 

お年玉募金 総額 （2018 年１月実施） 5,236,344 円 

ユニセフ一般募金へ  2,236,344 円 

ユニセフ東ティモール指定募金へ 1,000,000 円 

ユニセフ（ロヒンギャ難民緊急募金） 1,000,000 円 

ボランティア団体援助金へ（１団体５万円） 1,000,000 円 

※1984 年より累計額は 102,386,032 円となっています。 

 

 

 

 

ともに創る くらしと未来 

 

 

 

 

 

 

  

 

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.⑳ 

２０１８年１２月１０日発行 

総合推進室 098-879-1144 

（月～金 9:30～17:00） 

 

 

お年玉募金の一部を、県内の児童福祉の向上に取り組むボランティア団体に援助金として寄付しま

す。昨年は、20 団体に 100 万円を贈呈しました。 

これまでの援助先は、読み聞かせサークル、発達障がい児の親の会などです。 

詳しくは、機関誌「うぃずこーぷ」１月号（１２/24～28 配布）をご覧ください。 

＜お問合せ＞コープおきなわ 総合推進室 

 ０９８-８７９-１１４４（月～金 9：30～17：00） 

※実施要項と申し込み書は、2018 年 12 月 14 日からコープ各店舗の 

くみかつ掲示板または、コープおきなわホームページで入手できます。 

申請は、郵送または直接コープおきなわ浦添本部にお届け下さい。 

※申込み締切：２０１９年２月８日(金)午後５時締め切り  

   
 

 

当日の写真・動画撮影の件など、裏面をご確認ください 

【お知らせ】各店舗で定例開催している下記の

企画は、12 月はお休みします。 

『子育てひろば』 次回はコープ山内 1/9（水） 

あっぷるタウン 1/10（木）

平和『しゃべり場』コープ首里 3 階

次回は 1/16（水） 

参加者募集   日本生協連・沖縄県生協連共催 

「第 36 回沖縄戦跡・基地めぐり」 

全国の生協組合員と一緒に巡り沖縄戦のこと、

平和のこと考えてみませんか？ 

日時：2019 年 3 月 27 日（水）～29 日（金） 

募集人数：親子 3 組（大人 1 人・子ども 1 人） 

募集締切：2019 年 1 月 15 日（火） 

※詳細は 12/10～配布のﾁﾗｼをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

      
    

 

 

１２月 ・１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 

沖縄市ブロック協議会 

12 月 17 日（月）10～12 時 

コープ美里２階組合員活動室 
定員：先着 15 名＊託児あり（要予約） 

参加費:３００円 

◆癒されて楽しむ♫お楽しみ会 
風邪予防のアロマスプレー作りと、ハンドマッサージで 
心ほっこり♡ゲームで楽しいひと時をいっしょに過ごし 
ませんか？ 
申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0045@docomo.ne.jp   

北部ブロック協議会 

12 月 20 日（木） 10～12 時 
名護センター２階 組合員活動室 

定員：先着 20 名 

申込期間 12/17（月）～12/18（火） 

◆ローストチキンを囲んで地域交流クリスマス会 
みんなの声で改良したローストチキン!クリスマスを祝い 
ながらゆんたくしませんか？ケーキもビンゴゲームも 
あるよ～ 
☎080-2705-4272（月火木金 9～14 時 仲原） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0046@docomo.ne.jp 件名：クリスマス 

宜野湾・中城ブロック協議会 

1 月 16 日（水）10～12 時半 

浦添センター２階 組合員活動室 

定員：先着 20 名＊託児あり（要予約） 

講師:沖縄県人生支援センター 

◆どうする?将来計画 
自分の立場（祖父母・親・当事者）で今後のかかる費用 
を算出!将来の支出を基に採算の立て方、対策を学びます。 
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 
1 月 17 日（木） 10～12 時 
コープ山内 2 階 組合員活動室 
講師：白石 詩子 
食アスリートジュニアインストラクター 

定員：先着 10 名 
申込期間 12/17（月）～12/21（金） 

◆スポーツや勉強を頑張るお子さんを食事で応援 
お子さんと一緒に頑張っているお母さんも応援。栄養面 
や食べ方、食べるタイミング等、いろいろ教えてもらい 
ましょう～！！ 
申込☎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 

1 月 17 日（木） 10～12 時 
コープおきなわ西原センター２階 

定員：先着２０名  

*託児はありませんが、子ども同伴可 

◆知っていると安心。相続税の基本とは！ 
相続の基本を知りたい!財産とはどのような事なのか? 
相続トラブルの実態‼など講師をお迎えして学びます。 
申込☎080-1757-9244（月～金 9～13 時 高良） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa1003@docomo.ne.jp   

北部ブロック協議会 

1 月 22 日（火） 10～12 時 
名護センター２階 組合員活動室 

定員：先着 20 名＊託児あり（要予約） 

講師：コープエナジー 嘉手川 氏 
※「電気使用量のお知らせ（検針票）」持参 

◆コープの電力事業勉強会 
気になるコープの電力事業について聞いてみよう！！ 
そしてコープ商品を試食しながらゆんたくしましょう。 
申込期間 1/10（木）～1/21（月） 
☎080-2705-4272（月火木金 9～14 時 仲原） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0046@docomo.ne.jp 件名：電力 

 
＜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。 

 

 

 

 

 

 

南部西ブロック優先企画 

（豊見城市、糸満市、八重瀬町） 

恒例‼第 11 回新春もちつき大会 
新年のスタートに、感謝の気持ちを込めて、もち

つき大会を開催します！お楽しみ抽選会（チケット

有料）もありますよ。お誘い合わせのうえ、是非ご

来場ください。 

〔日 時〕2019 年 1 月 12 日（土） 

〔時 間〕10：00～12：30  
〔会 場〕豊見城センター 

（豊見城市上田 54-1） 
〔持ち物〕マイ皿、マイ箸 

≪注意事項≫ 
駐車場には限りがありますので、ご来場には公共交
通機関のご利用をお願いします。 

 

主催：北部ブロック協議会 
子どもが主役のフリーマーケット♪子どもの手作

り品や、リサイクル品、マッサージなどの施術で出
店してみませんか？ 
※出店できないもの（食品・生き物） 
開催日：2019 年 1 月 27 日（日） 
時間：10：00～15：00 
会場：名護市 港区公民館 
出店者：先着 30 名＊４才～高校生（保護者同伴） 
出店料 100 円 
※出店内容によりお断りすることもあります。 

申込期間 12/17（月）～1/25（金） 
（12/29～1/9 は受付けできません） 

申込☎080-2705-4272（月火木金 9～14 時） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0046@docomo.ne.jp  
件名：『フリマ』保護者名、子ども名、参加人数、 

電話番号、出店内容 
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