
 
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）」として活用されます。 

★協同購入：１２月４週（12/2３～2７）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：2020 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（12/2３～27 配布）をご覧ください。 

≪報告≫201８年度はお年玉募金総額（2,857,675 円）を以下のように 
活用させていただきました。ありがとうございました。 

お年玉募金 総額 （201９年１月実施） 2,857,675 円 

ユニセフ一般募金へ  826,528 円 

ユニセフ東ティモール指定募金へ 816,358 円 

ボランティア団体援助金へ（１団体５万円） 800,000 円 

ラオス大洪水復興支援基金 414,789 円 

※1984 年からの累計額は 105,243,707 円となっています。 

 

 

 

 

ともに創る くらしと未来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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！ 201９ vol.㉜ 

２０１９年１２月２日発行 

総合推進室 098-879-1144 

（月～金 9:30～17:00） 

【お知らせ】 

◆平和のしゃべり場◆ 
12 月はお休みします。 

次回は、1 月 15 日（水） 

コープ首里３階 

子育てひろば～屋根のある親子の遊び場～ 

〔主催〕子育て支援推進委員会 

 

12 月はお休みします。次回は････ 

●1 月８日(水)10～12 時 コープ山内２階 

●1 月９日(木)10～12 時 あっぷるタウン３階 

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 12 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〕2020 年 1 月 18 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） 
≪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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
お年玉募金の一部を、県内で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、１６団体に８0 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（12/23～27 配布）をご覧ください。 

〔実施要項と申込書〕201９年 12 月 1６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。 

〔申込締切〕2020 年 2 月 21 日(金)午後５時 〔お問合せ〕右上の総合推進室 

   

 

子どもたちへの 

メッセージを！ 

（封筒のメッセージ欄に） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 
中部ブロック協議会 
12 月 11 日（水）10～12 時 
北谷町桃原公民館 
講師：香村歩惟さん 
参加費：200 円 
定員：15 名（要申込） 

◆クリスマスオーナメント作り 
可愛い手作りオーナメントをクリスマスツリーに 
飾りませんか！どなたでも簡単に楽しく作れます。 
※お子様同伴も可能です（託児なし） 
申込☎080-2705-4270（月～金 9～13 時 與那嶺） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa00４４@docomo.ne.jp 

うるま市ブロック協議会 
12 月 13 日（金）10～12 時 

コープ美里 2 階 

定員：15 名（先着順） 
参加費：無料/託児：無料（要申込） 

◆大人の女子会 
去年に引き続き、大好評の『大人の女子会』に参加して 
お友達を作りませんか 
申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0045@docomo.ne.jp 

宜野湾・中城ブロック協議会 

12 月 18 日（水）10～12 時 

浦添センター２階 組合員活動室 

定員：20 名（先着順） 
参加費：無料 

◆コープ牧港のオードブル試食とゆんたく会 
コープ牧港のオードブルの試食をしながらマイブーム 
や困っていること、話したい事など何でもゆんたくし 
ましょう！ 
申込☎080-1757-9268（火～金 9～13 時 諸見里） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa1008@docomo.ne.jp 

沖縄市ブロック協議会 
12 月 19 日（木）10～12 時 
コープ美里 2 階 
定員：10 名（先着順） 
参加費：無料/託児：無料（要申込） 

講師：兼村マミヤさん 

◆若見えメイク講座 
 ～一瞬も一生も美しく！メイク力上げて新年を迎えましょう～ 
※ファンデーションよりメイクを始めます。 
※メイク道具・スタンド鏡持参 
申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0045@docomo.ne.jp 

浦添市ブロック協議会 

12 月 19 日（木）10～12 時 
浦添センター２階 組合員活動室 

定員：20 名（先着順）〆切 12/16 

参加費：無料/託児：同伴可 

◆Xmas パーティー🔔 
アレルギー対応ケーキ🎂の試食やローストチキンの 
ふすま入り食パンサンドなど、Xmas パーティーで 
使えるメニューでおしゃべりしませんか？ 
申込☎080-1757-9262（月～金 9～13 時 比嘉） 
ﾒｰﾙ: coop-kumikatu03@docomo.ne.jp   

北部ブロック協議会 
12 月 23 日（月） 10～12 時 
名護センター 
定員：25 名（先着順）申込 12/9～ 

参加費：500 円 
講師：高吉ルミ子さん 
託児：無料、2 歳～未就学児（要申込） 

◆冬の薬膳クリスマスお茶会 
体質チェックを含め、中医学に基づいた冬に気をつけ 
たいポイントを紹介。コープ商品を使って手軽に薬膳 
ガトーショコラと薬膳茶を試食します。 
申込 12/9（月）～定員になり次第締め切り。 
☎080-2705-4272（月～金 9～13 時 仲原） 
ﾒｰﾙ: coop-okinawa0046@docomo.ne.jp 

南部東ブロック協議会 
1 月 20 日（月） 10～12 時 
コープこくば２階 組合員活動室 
定員：25 名（要申込） 
参加費：500 円（材料費込み） 
講師：仲宗根糀家 仲宗根悦子さん 
託児：無料（要申込） 

◆知れば使いたくなる‼塩糀（麹）*甘糀（麹）づくり!(^^)! 
糀（麹）は、とても気になるが調理法やアレンジレシピがわからな
い？手軽で簡単につくれる糀（麹）、活用法を学びませんか❕ 
申込☎080-1757-9244（月～金 9～13 時 高良） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa1003@docomo.ne.jp 
※応募者多数の場合は抽選とさせて頂きます m(__)m 
締切：12/16（月） 

 
 
 
＜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。 

 

★ 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、連絡先をお知らせください。 

子どもフリーマーケット出店者＆一芸大会出場者募集♬ 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を今年も開催します。手作り、体験、リサイクルのお店や一芸など子どもの
個性を大爆発させませんか？ 詳しくは要項（コープおきなわﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ）をご確認の上、ご応募ください。 
※出店できないもの：手作り食品・生き物 
〔日時〕2020 年 1 月 26 日（日） 
〔時間〕10～15 時 
〔会場〕名護市 港区公民館 
〔定員〕出店者：先着５５名  
     一芸出演者：先着３６名 
〔出店料〕100 円 ※出店内容によりお断りすることもあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔日時〕1 月 26 日（土）10～15 時 

〔場所〕名護市港区公民館 

〔参加費〕出店者 1 人 100 円・出場者 無料 

〔主催〕北部ブロック協議会 

申込コープおきなわホームページ、または QR コード 
からご応募ください。 
※12/16（月）から受付です。 

問合せ☎080-2705-4272 
（月～金 9～1３時 仲原） 
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