
 

ともに創る くらしと未来 

 

 

 

〔主催〕平和推進委員会 

平和についてゆんたくしませんか？  

◆2 月２０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 
●２月１３日（水）10～12 時 コープ山内２階 

●２月１４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！ 201９ vol.㉒ 

２０１９年２月１１日発行 

総合推進室 098-879-1144 

（月～金 9:30～17:00） 

 

『奇跡の島 宝の島 琉球』 

～先人の知恵に学ぶ～ 
主催：環境推進委員会 

古き琉球は、循環型生活様式（リサイクル社会）に

のっとり生活を行っていました。沖縄の自然や環

境・文化に造詣が深い元沖縄こどもの国園長の高田

勝氏をお招きして、先人の知恵を学び、限りある資

源の有効活用を考える場を設定します。 

 日時：３月９日（土）10：00～12：00 

 会場：あっぷるタウン ３階 組合員活動室 

 講師：高田 勝氏（元沖縄こどもの国園長） 

 定員：５０名（先着順） 

 参加料：無料 

【申込】  

 ☎098-879-1144（月～金 9：30～17：00） 

メール：egao1144@ okinawa.coop 

件名（環境講演会）お名前、参加人数、 

連絡先を送信してください。 

『福島の今を考える』講演会 

浪江まち物語つたえ隊 

紙芝居
主催：被災地支援を考える会 

東日本大震災から８年が過ぎようとしています。 

福島が歩んできた道のりや今の状況を〝浪江まち物

語つたえ隊″の方をお招きし、紙芝居を通してお伝え

いただきます。これからの支援活動のあり方を考える

場になればと思います。 

３会場で実施します。（要申込み） 

２月２３日

（土） 

コープ美里２階 10 時～12 時 
あっぷるタウン３階 14 時～16 時 

２月 24日 

（日） 

石垣市総合体育館 

サブアリーナ 
10：３０～ 

12：３０ 

【申込】コープおきなわ総合推進室 

☎098-879-1144（月～金 9：30～17：00） 

メール：egao1144@ okinawa.coop 

件名（福島の今）お名前、参加人数、 

連絡先、参加会場を送信してください。 

コープまつり in八重山 

2月 24日（日）10：30～15：00 

会場：石垣市総合体育館サブアリーナ 
 

八重山地域での協同購入がスタートして 30 周

年を迎えます。これまで支えて下さった組合員さ

んへの感謝をこめ、コープまつりを開催します。 

ご来場お待ちしています(^^♪ 

【主な内容】リサイクル市、メーカーさん出店、 

抽選会、アトラクション、健康チェック（血管年齢

測定、栄養指導）等 

※詳しい内容は、ホームページでご確認ください。 

【問合せ】 コープおきなわ総合推進室 

☎098-879-1144（月～金 ９時半～１７時） 

 

  

 

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１３日（水） 
   10：00～12：00 
会場：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） 
申込期間：2 月 18 日（月）～３月６日（水） 
【申込】メールでお申し込みください。 
coop-okinawa0044@docomo.ne.jp 
（件名）子育てひろば 
（本文）お名前、参加人数 
問合せ：０８０－２７０５-４２７０ 
    （月～金 9～13 時よなみね） 

 

 

 

 

 

 

 

日時：３月３０日（土） 

会場：さわふじ未来ホール 
２回上映：①１０:３０～ ②１４:００～ 

（上映時間 114 分） 各回 300 名定員 
※詳しくはホームページをご覧ください。 

参加費無料 

 



 

２０１９年 2・3 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 

那覇東ブロック協議会 

2 月 22 日（金） 10 時半～13 時 

コープ首里３階 組合員活動室 

定員：30 名＊先着順 
材料費：１人１００円 

◆もっと知りたいチョコレート💖 
スウィート＆ビターな意外と知らないお話と、 
自家製チョコレートでおいしい時間を楽しみましょう。 
申込☎080-2705-4269（月～金 9～13 時 奥永） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0043@docomo.ne.jp 件名：ﾁｮｺ 

北部ブロック協議会 

2 月 22 日（金）10～12 時 

名護センター２階 組合員活動室 

講師：コープハウジング職員 
※前日までにお申し込みください。 

◆コープの LP ガス学習会♫ 
沖縄県の LP ガスの現状と、これからコープが取り組も 
うとしていることを聞いてみませんか？ 
☎080-2705-4272（月～金 9～13 時 仲原） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0046@docomo.ne.jp 件名：ガス 

那覇西ブロック協議会 

2 月２７日（水）10～12 時 

あっぷるタウン 3 階組合員活動室 
定員：20 名＊先着順  

 託児あり（要申込み） 

◆はじめてのエンディングノート学習会 
誰にでもいつか来るその日のために、悔いなくあわてない、 
心と物の備えを一緒に学びませんか。「フリーズドライ 
スープの素」簡単アレンジメニューの実演・試食あり。 
申込☎080-1757-9176（月～金 9～13 時 宮城） 
ﾒｰﾙ:coop-kumikatu01@docomo.ne.jp 件名：エンディング 

沖縄市ブロック協議会 

3 月 4 日（月） 
8：40 コープ美里 駐車場集合 
9：00 出発 /14：00 到着解散予定 
定員：先着 20 名 

※沖縄市在住の方を優先します。 
持ち物：飲み物 

◆春のバスツアー「循環型野菜・あらぐさ見学」 
循環型野菜って何？みんなでワイワイ見学して、楽しく 
南部巡りしませんか？軽装でお越しください。 
※参加費無料、昼食については申込時にご案内します。 
申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0045@docomo.ne.jp  
件名：あらぐさ お名前、連絡先、お住いの市町村を送信 

北部ブロック協議会 

3 月７日（木）10～13 時 
名護センター２階 組合員活動室 
定員：15 名＊先着順  
参加費：300 円 

◆昔ながらの木灰沖縄そばづくり 
ガジュマルの木からとられる木灰汁を使った麺づくり！ 
昔ながらのそばを味わいましょう。沖縄の麺食文化の 
講和もあります☺ 
☎080-2705-4272（月～金 9～13 時 仲原） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0046@docomo.ne.jp 件名：そば 

うるま市ブロック協議会 

3 月 7 日（木）10～12 時 

具志川センター（うるま市川崎 69-1） 

※申込不要。当日、軍手やスコップ 
など作業道具をご持参ください。 

◆具志川センターを花いっぱいに～🌺 

具志川センター花壇にお花を植えます。環境グループ『すみれ』の皆

さんが EM ぼかし（堆肥）の作り方や、生ごみから肥料への実践な

どお話していただきます。 
問合せ☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 

南部西ブロック協議会 

3 月 14 日（木）10～12 時 

豊見城市立中央公民館 1 階和室 
定員：10 組（応募者多数の場合は抽選） 

対象：乳幼児の親子、妊婦さん 
講師：子育て支援 NPO「いっぽ」 

◆子育ての中に絵本を！  
～乳幼児への読み聞かせのノウハウを学ぼう～ 

親子の絵本タイムはかけがえのないもの。絵本を通し 
親子の絆を深めませんか？美味しい試食も用意しています 
申込期間 2/18（月）～3/8（金）メールで申込。 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa1042@docomo.ne.jp 件名：絵本 

中部ブロック協議会 
3 月 14 日（木） 10～12 時 
コープ山内 2 階 組合員活動室 
 

◆ブランチで試食交流会 
コープ商品を使ったメニューを試食しながら交流し 
ましょう。お友達もお誘いあわせの上、お気軽にお越 
しください。 
申込☎080-2705-4270（月～金 ９～13 時 よなみね） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0044@docomo.ne.jp 件名：ブランチ 

宜野湾・中城ブロック協議会 

3 月１５日（金）10～12 時半 

コープ牧港２階 組合員活動室 

定員：先着 15 名  

◆コープのお得な使い方！！ 
あなたのコープのお得な使い方を教えてください。 
みんなで情報を交流しましょう。協同購入リニューアル 
のお知らせもあります。 
申込☎080-1757-9268（月～金 9～13 時 諸見里）  
ﾒｰﾙ：coop-okinawa1008@docomo.ne.jp 件名：お得 

 
＜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-okinawa0043@docomo.ne.jp
mailto:coop-okinawa0046@docomo.ne.jp
mailto:coop-okinawa0046@docomo.ne.jp
mailto:coop-okinawa1042@docomo.ne.jp
mailto:coop-okinawa1008@docomo.ne.jp

