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！

２０２０年２月３日発行
総合推進室 098-879-1144
（月～金 9:30～17:00）
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産地交流「産直人参学習＆収穫体験」

主催：商品活動推進委員会

2018 年２月に産直人参として供給スタートしたピース畑
「大保さんの人参」の取り組みについて学習・収穫体験会を開催します。
〔日時〕3 月 1１日（水） 11 時集合～13 時解散
〔集合〕糸満市喜屋武コミュニティーセンター前／住所：糸満市喜屋武 15-1
＊無料送迎バスあります（事前申込が必要です↓↓↓）
〔定員〕３０名 ※応募者多数の場合は抽選（結果は 3/3 にお知らせします）
〔参加費〕無料 ※お弁当代 500 円と人参代 300 円は ◆無料送迎バスの発着時間
現地でお支払いください。
発着場所
往路
〔申込〕電話、メール
電話：右上の総合推進室
8：３０発
名護センター
メール：egao1144@okinawa.coop
9：３０発
コープ美里
〔件名〕にんじん
〔本文〕参加者全員のお名前と年齢、代表者の組合員番号 浦添センター
１０：２０発
と電話番号、バス乗車有り（乗車場所）
・無し
学習・収穫体験会場 １１：００着
〔申込期間〕2/28（金）まで
主催：平和推進委員会「しゃべり場」

基地から発生している化学物質
～ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡを学ぶ～
〔日時〕２月１９日（水）11：00～12：30
〔会場〕コープ首里３階組合員活動室
〔講師〕伊波 義安 氏
〔参加費〕無料 〔申込〕不要、直接会場へ
主催：沖縄県生活協同組合連合会

米国人監督が第五福竜丸の被ばくを描く
新作アニメーション映画 西から昇った太陽
〔日時〕３月１日（日）２回上映
①10:00～11:15 ②13:30～14:45
〔会場〕あっぷるタウン３階組合員活動室
〔参加費〕無料 〔申込〕不要、直接会場へ
パネル展開催 ２月 15 日～３月１日
あっぷるタウン２階エレベーターホールにて

主催：子育て推進委員会

子育てひろば in 山内

入園・入学の準備や迷子札などに、お子様と一緒
に作ってみませんか❔
日時：３月１1 日(水)10～12 時 コープ山内２階
定員：親子 10 組程度(先着順)
参加費：１家族 200 円(材料費込み)
申込
coop-okinawa0044@docomo.ne.jp
080-2705-4270（月～金 9～13 時

與那嶺）

当日の写真・動画撮影の件など、裏面をご確認ください

復路
１５：２０着
１４：２０発
１３：３０発
１２：５０発

女性目線で考える防災・減災ワークショップ
私の家族のオリジナル防災（行動編）
時系列で考える、その時とるべき行動は？ 家族との
連絡方法や避難場所など、わが家のルールを作ろう！
〔日時〕2 月 28 日（金）10～12 時（受付 9:30）
〔会場〕あっぷるタウン３階組合員活動室
〔講師〕NPO 法人 mama plug（ママプラグ）
〔参加費〕無料 〔定員〕20 名（申込 2/10～先着順）
〔申込方法〕2/10～
・電話：右上の総合推進室
・メール egao1144@okinawa.coop
〔件名〕防災
〔本文〕お名前、組合員番号、電話番号、参加人数
主催：被災地支援を考える会

協力：こくみん共済 coop

忙しい子育てママを応援！

参加費無料

10 分でできる！簡単ミールキットと、大好評！コープ
の離乳食（冷凍）を調理して、試食してみませんか？
〔日時〕３月５日（木）10～12 時
〔会場〕コープ牧港２階 組合員活動室
〔申込〕コープおきなわ商品部 使い方交流チーム
ﾒｰﾙ:hirakawa-yuuki@okinawa.coop
098-879-7751(月～金 10～15 時)

コープ牧港２１周年誕生祭応援活動！
「毎日の食を大切にしたい」との思いからスター
トしたグループが、コープ商品の良さや組合員開
発商品・おすすめ商品の紹介、試食を行います。
〔日時〕２月１５日(土)１６日(日)各日 12～15 時
〔場所〕コープ牧港１階催事場 〔主催〕宜野湾・中城ブ
ロック食のグループ「よんな～よんな～てと手」

主催：平和推進委員会

伊江島学習ツアー（予告）
〔日時〕４月１日（水）
詳しくは、うぃずこーぷ３月号（配布 2/24～
28）インフォメーションをご覧ください。

子育てひろば～屋根のある親子の遊び場～
２店舗で毎月開催しています。時間内なら
予約なしで、来たい時に来て帰りたい時に
帰って OK。
●２月 1２日(水)10～12 時 コープ山内２階
●２月 1３日(木)10～12 時 あっぷるタウン３階
参加費：１家族 100 円 主催：子育て支援推進委員会

★ 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。

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

うるま市ブロック協議会
２月 14 日（金）10～12 時
コープ美里 2 階組合員活動室
定員：15 名（先着順）
参加費：100 円
託児：無料（要申込）
沖縄市ブロック協議会
2 月 17 日（月）10～12 時
コープ美里 2 階組合員活動室
定員：15 名（先着順）

◆簡単お菓子レシピ！カフェ風チョコスコーン作り
簡単レシピでチョコスコーンを作りながら
楽しくゆんたくしませんか

参加費：無料
託児：無料(要申込）

申込☎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
2 月 20 日（木） 10～12 時
西原センター2 階会議室
定員：20 名
参加費：無料
託児：無料（要申込み）
浦添市ブロック協議会
2 月 20 日（木）10～12 時
コープ牧港２階組合員活動室
定員：20 名（先着順）
参加費：無料
託児：同伴可

◆ゆんたく～Café☕
スイーツの試食をおしゃべりしながら楽しみましょう！
人気の冷凍ケーキにお菓子✨
ちょっとした、お💛も💛て💛な💛しにもＧｏｏｄ👍

北部ブロック協議会
2 月 26 日（水） 10～１２時
名護センター
定員：20 名（先着順）
参加費：無料

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

◆筆文字アートを楽しもう！
大切な人に筆文字アートで想いを伝えよう♡
持ち物：筆ペン（中字）

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

◆ママ＆パパの声から離乳食・幼児食作ってみよう！
きらきらステップの小冊子に紹介された離乳食を実際に
作ってみよう！という企画です。コープの食材を上手に
活用してお子様においしい食事を作ってみませんか？
申込☎080-1757-9262（月～金 9～13 時 比嘉）

ﾒｰﾙ: coop-kumikatu03@docomo.ne.jp
◆想いを伝えるエンディングノート
エンディングノートを学んで人生を見つめ
直してみませんか？

講師：コープ葬祭職員

申込☎080-2705-4272（月～金 9～13 時 仲原）
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0046@docomo.ne.jp

那覇西ブロック協議会
２月２６日（水）10～12 時
あっぷるタウン 3 階組合員活動室
定員：15 名（先着順）
参加費：無料
講師：徳嶺克則さん

◆プロのパーソナルトレーナーに教わる筋トレにチャレンジ！
キレイで健康、いくつになっても歩ける体づくり体験！
どなたでも簡単に日常生活に取り入れられる運動で、
筋トレ習慣化(^^)/
※動きやすい服装でお越しください。
持ち物：水分、フェイスタオル１枚

（JOYFIT 認定パーソナルトレーナー）

申込☎080-1757-9176（月～金 9～13 時 宮城）
ﾒｰﾙ:coop-kumikatu01@docomo.ne.jp

託児：無料（要申込み）
中部ブロック協議会
3 月 13 日（金）10～12 時
コープ山内２階組合員活動室
定員：10 名（先着順）
講師：寺地和美さん
参加費：300 円

◆国産小豆を使って自分だけのアイピローを作ってみませんか?
アイピローとは目の枕の事。リラックス効果抜群です!!
申込☎080-2705-4270（月～金 9～13 時 與那嶺）

ﾒｰﾙ:coop-okinawa00４４@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。

