
日時：２０１８年８月４日（土）16:00～18:00（15:30 開場） 

会場：うるま市石川会館 大ホール（沖縄県うるま市石川石崎 1-1） 

主催：食育推進委員会 

名護市川上地区の田んぼで田植え、稲刈りを

経験します。 
８月５日（日） 

10：00～12：00 

田植え 

会場：名護市 

１１月４日（日） 

10：00～12：00 

稲刈り・脱穀 

会場：名護市 

１１月１７日（土） 

10：00～12：00 

しめ飾り作り 

お米の試食 

会場：浦添市西原 

〔対象〕小学生と保護者。 

３回連続で参加できること。１組４人まで。 

〔参加費〕一家庭２０００円 

（３回分。事前振込：振込用紙を郵送します） 

〔定員〕３０組  

＊応募多数の場合は抽選となります。 

〔締切〕７月２３日（月）（はがき必着） 

〔申込み方法〕メールかハガキでお申込み。 

 メール：egao1144@okinawa.coop 

〔件名〕米作り  

〔本文〕参加者全員のお名前、 

お子さんの学年、代表者の住所 

電話番号を記入 

ハガキ：上記の内容を記入 

〒901-2588 浦添市西原 1-2-1  
コープおきなわ総合推進室「米づくりスクール」係 

 

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.⑮ 

２０１８年７月９日発行 

総合推進室 098-879-1144 

（月～金 9:30～17:00） 

 

 〔主催〕平和推進委員会 

平和についてゆんたくしませんか？  
◆7 月１８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 
 

●7 月１１日（水）10：00～12：00 コープ山内２階 
●７月１２日（木）10：00～12：00 あっぷるタウン３階 

 

夏休み親子食育企画 

なぞなぞキッチン 
～何で出来ているの？～ 

主催：食育推進委員会 
豆腐ってどうやって作るの? 
何で出来ているの? 

豆腐マイスターを招いて親子で学習し一緒に
ゆし豆腐を作ります。食べ物を作るのには時間
と手間がかかる事を学習し、子ども達の探求心
を育みます。 

日時：７月２８日（土）10：00～1３：00 

場所：うるま市生涯学習・文化振興センター

ゆらてく 調理室 

（うるま市仲嶺１８７番地） 

講師：當眞梨乃さん 豆腐マイスター 

参加費：一家族５００円 

定員：親子１０組 

対象：小学生以上の親子 

（応募多数の場合は抽選） 

申込方法：メールのみ 

egao1144@okinawa.coop 

〔件名〕なぞなぞ 

〔本文〕お名前、組合員番号、電話番号、 

参加するお子さんのお名前と学年 

締切：７/２３（月）１７時  

※抽選結果は７月２４日（火）にメールにて 

お知らせします。 

 

 

 
スマホ申込み用 

 

当日の写真・動画撮影の件など、裏面をご確認ください 

 

中北部の戦跡基地めぐり 

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。（お一人での参加も可） 

【日時】７月２１日（土）9:00〜16:00 【集合】コープおきなわ本部（浦添市西原１-２-１） 

【持ち物】帽子、飲み物、弁当（伊芸パーキングにて昼食。レストラン利用可） 

【申込み】☎098-879-1144  (月〜金 9:30〜17:00)  

egao1144@okinawa.coop （件名）平和（本文）お名前、参加人数、連絡先を記入 
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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 

南部東ブロック協議会 
７月１８日（水） 10～12時 
西原センター２階 
定員：20 名 *要申込み 
*お子様連れ OK  

◆笑顔*感謝*そして思い！ 
愛にあふれた”エシカル”ってなあに？  

 コープ九州商品活動交流会で学習した”エシカル”について、一緒
に楽しく学んでみませんか！？試食もあります(*^^)v 

申込メール：coop-okinawa1003@docomo.ne.jp 
  ☎080-1757-9244（月～金 9～13 時 高良） 

中部ブロック協議会 
７月１８日（水） 10～12時 
コープ山内2 階組合員活動室 
定員：10 名*申込不要 

◆和やかにゆんたくする会 
 事前連絡は入りません。当日コープ山内 2 階にお越しください。 
問合せ 080-2705-4270 （月～金 9～13 時） 
 

浦添市ブロック協議会 
７月１９日（木） 10～13時 
浦添本部２階組合員活動室 
定員：なし    締切 7/13 

◆～あなたの消費が世界をかえる～ 
 いっしょに考えてみませんか？ 試食もありますよ(^o^) 
申込メール：coop-okinawa1008@docomo.ne.jp 

☎080-1757-9268（月～金 9～13 時） 

那覇西ブロック協議会 
7 月 25 日（水） 10～12 時 
あっぷるタウン３階 
定員：小学生親子 15 組  

（小学 3 年生以上）*先着順 

◆～夏休み自由研究のヒント～親子で学ぶなるほどエシカル消費 
毎日のお買い物から地球の明日を考えてみよう。DVD、ワークシート
を準備しています。 
申込 080-1757-9176（月～金 9～13時） 

※13 時以降はショートメール受付可 

那覇東ブロック協議会 
7 月 28 日(土)10：30～13 時 
汀良団地集会場（カーラヤー） 
定員：なし（要申込み） 
 締切：７/２０（金） 

◆わくわくクッキングレストラン 
みんなで作ってみんなで食べる、夏のガーデンレストラン♪  
おとなもこどもも、お外でジュージューして楽しみましょう。 
申込メール:coop-okinawa0043@docomo.ne.jp 

☎080-2705-4269（月～金 9～13 時 奥永） 

うるま市ブロック協議会 
8 月 16 日(木)10：30～12 時 
コープおきなわ具志川センター 
（うるま市川崎 69-1） 
※うるま市ブロック組合員優先 
定員：親子 15 組（5 歳～小学生） 

◆子どもがつくる フローズンヨーグルトパフェ 
おいしいフローズンヨーグルトパフェで楽しく夏をのりきろう！ 
参加費 大人 200 円子ども 100 円 ※託児あり要連絡 

申込期間 7/30（月）～8/3（金）*先着順  
☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0045@docomo.ne.jp 

南部東ブロック協議会 
8 月 20 日（月） 10～12 時 
西原センター２階 会議室 
定員：20 名 *要申込み 
*お子様連れ OK  

◆みんなで作ろう！食べよう !(^^)! 
参加者みんなで調理して、ゆんたくしましょう！ 

申込メール：coop-okinawa1003@docomo.ne.jp 
  ☎080-1757-9244（月～金 9～13 時 高良） 

 

：各ブロックが主催する地域交流会一覧です。どなたでもご参加できます。ご興味

のある会場にご参加ください。参加費無料です*うるま市ブロックのみ有料 
★★ 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 

 

 

 

 

 

 

３つのハーブエキスで香り良

く、ジューシーな旨味が特徴のお

肉です。お買い物ついでに試食学

習会に参加してみませんか？ 

日時：8 月 1 日（水） 

11 時～12 時 
会場：コープこくば （1 階） 

イートインコーナー 

※予約不要 

 

 

 

 

★宜野湾・中城 組合員限定企画★   

JTA 那覇空港メンテナンスセンターで学習します。 

日時 8 月 21 日（火） 軽食代 500 円（1 組） 

集合場所コープおきなわ浦添本部（8：30 集合） 

定員 親子 12 組＊小学 4 年生以上＊バスで行きます。 

 ※保護者 1 人につき、お子様 1 人でお申込みください。 

締切 8 月 3 日（金）応募多数の場合は抽選 

 ※当選者には 8/10（金）までに連絡します。 

申込 080-1757-9268（月～金 9 時～13 時） 

coop-okinawa1008@docomo.ne.jp 

件名航空教室本文全員の氏名・年齢・性別・組合員番号・連絡先 

 

＜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。 

 

mailto:coop-okinawa1003@docomo.ne.jp
mailto:coop-okinawa1008@docomo.ne.jp
mailto:coop-okinawa1003@docomo.ne.jp
mailto:coop-okinawa1008@docomo.ne.jp

