
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？  

◆１月１６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 
●1 月 9 日（水）10～12 時 コープ山内２階 

●１月 10 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.㉑ 

2019年 １月１４日発行 

総合推進室 098-879-1144 

（月～金 9:30～17:00） 

 

 

 

 

 主催:食育推進委員会 

絵本の読み聞かせの後、想像力を膨らませて親子

で力を合わせてお菓子の家づくりをします。 

日程 2 月２日（土） ２月１６日（土） 

会場 あっぷるタウン 

３階組合員活動室 

コープ美里 

２階組合員活動室 

定員 親子１２組 親子１０組 

※２会場とも 10:30～12:30 で開催 
〔参加費〕親子 1 組 700 円 
〔申込〕メールのみで受付 
 coop-okinawa1042@docomo.ne.jp 
〔件名：おはなし〕保護者名、参加人数、子ども
の年齢、電話番号、参加会場を送信 
 申込期間:１/21（月）～27（日） 
※応募者多数の場合は抽選となります。 
（結果はメールでお知らせします） 
〔問合せ先〕☎０８０－２７０５-４２６８ 
 （月～金 9～17 時 新垣） 

 

 

主催:食育推進委員会 

冬は体調不良になりやすい要因があふれています。 
免疫力アップ・冷え対策・血行改善などを学んでみま 
せんか。 
〔日 時〕１月２８日（月） 
〔時 間〕10:00～12:00 
〔会 場〕コープ美里 ２階組合員活動室 
〔定 員〕30 名（応募者多数の場合は抽選） 
〔講 師〕宮國 由紀江さん 

（国際中医薬膳師 栄養士） 
〔参加費〕500 円 
〔申込〕電話かメールでお申し込みください． 
☎０８０－２７０５－４２６８ 
（月～金 9～17 時 新垣） 

メール：coop-okinawa1042@docomo.ne.jp 
件名：薬膳 本文：お名前、電話番号 
〔申込締切〕1 月 25 日（金）12 時 
※抽選結果は 1/25（金）午後に 
お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催:子育て推進委員会 
生まれてきたことがうれしくなる、未来が楽し

くなる「誕生学」講座。 
〔日 時〕１月２６日（土） 
〔時 間〕10:30～12:00（受付 10:10～） 
〔会 場〕あっぷるタウン 3 階組合員活動室 
〔定 員〕20 組程度（応募者多数の場合は抽選） 
〔対 象〕未就学児のお子さんと保護者 
〔講 師〕西平みゆき さん（誕生学アドバイザー） 
〔参加費〕１家族 300 円 
〔申込〕メールのみ 

egao1144@okinawa.coop 
件名：誕生学 参加者（大人）のお名前、お子
さんの名前・年齢、参加人数、電話番号を記入 

〔申込締切〕１月 17 日（木） 
 ※抽選結果は 1/18（金）にお知らせします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

同時開催:「原爆と人間」パネル展 
親子で参加できる企画です。ぜひお子さんと一緒に
ご参加ください。 
〔日 時〕２月１６日（土） 
〔時 間〕14:00～16:00（開場 13:30） 
〔会 場〕ベッテルハイムホール(浦添市前田 3-3-5) 
〔定 員〕100 名（先着 要申込み） 
〔内 容〕 
◆ピースアクション in ナガサキ報告 

 ◆被ばく２世 佐藤直子さんによる 
被ばく体験伝承講和 

〔参加費〕無料 
〔定 員〕100 名(先着 要申込み) 
〔申込・お問合せ先〕 
☎０９８－８７９－１１４４ 
（月～金 9:30～17:00） 
メール：egao1144@okinawa.coop 
〔件名：平和〕お名前、連絡先、参加人数、 
お子さんの年齢を入力して送信ください。 

 

 

 

主催：平和推進委員会 

 

 

 

 

 

 

被爆者であ
る父の体験
を語り継ぐ、
家族証言者 
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２０１９年 １・２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 

うるま市ブロック協議会 

1 月２３日（水）10～12 時 

コープ美里２階組合員活動室 
定員：15 名＊託児あり（要予約） 

◆白だし活用法♫ 
毎日使える白だしレシピ紹介します。 
申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0045@docomo.ne.jp 件名:白だし  

那覇西ブロック協議会 

1 月２３日（水）10～12 時 

あっぷるタウン 3 階組合員活動室 
講師：屋良 喜一 氏 

（作業療法士 沖縄医療生協） 
定員：20 名＊先着順 お子様連れ OK 

◆新年の目標を“運動“にした人、大集合！ 
すぐにできて、効果抜群！筋トレ・ストレッチ。みんなでチャレン
ジして、充実の 1 年を始めましょう。 
動きやすい服装でお越しください。試食もあります。 
申込☎080-1757-9176（月～金 9～13 時 宮城） 

ﾒｰﾙ:coop-kumikatu01@docomo.ne.jp 

那覇東ブロック協議会 

1 月２６日（土） 10 時半～12 時 

コープ首里３階 組合員活動室 

定員：30 名 

参加費：こども無料、大人 300 円 

◆わくわくクッキングレストラン 
「みんなでロングのり巻き」記録に挑戦！節分を前に、なが～い 
のり巻きを作ります♪おとなもこどもも息を合わせて 
「いっせーのせ！」で巻きましょう！  
申込☎080-2705-4269（月～金 9～13 時 奥永） 

ﾒｰﾙ：coop-okinawa0043@docomo.ne.jp 

南部東ブロック協議会 

２月１４日（木） 10～12 時 
コープおきなわ西原センター２階 

定員：20 名  

◆知ってて困らない☺ 相続税の基本とは！ 
財産ってどんなもの⁈相続トラブルの実態とは⁈ 
さまざまな疑問・質問にお答えします。 
申込☎080-1757-9244（月～金 9～13 時 高良） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa1003@docomo.ne.jp   

うるま市ブロック協議会 

２月１５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 

申込期間：2/4(月)～2/8(金) 

◆小さなころから身に着けよう!!整理収納術 
ゲーム感覚で楽しみながら整理収納を身につける秘訣を教えます！ 

講師：仲村 ケイ子氏 

(整理収納アドバイザー１級・整理収納コンサルタント) 

申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 

ﾒｰﾙ:coop-okinawa0045@docomo.ne.jp 件名:整理収納 

宜野湾・中城ブロック協議会 

２月２０日（水）10～12 時 

コープ牧港２階 組合員活動室 

定員：先着 15 名 

*託児はありませんが子ども同伴可 

◆ヤングビーナスって知ってますか？ 
自宅で手軽に温泉の恩恵が! 
入浴剤で心も身体もリラックスしませんか？ 
申込☎080-1757-9268（月～金 9～13 時 諸見里）  

ﾒｰﾙ：coop-okinawa1008@docomo.ne.jp 件名：ヤングビーナス 

中部ブロック協議会 
２月２１日（木） 10～12 時 
コープ山内 2 階 組合員活動室 
講師：泊 さおり さん 
定員：先着 10 名（要予約） 
材料費：500 円 

◆ボタニカルアロマキャンドルを作りましょう 
アロマの香りで気持ちも上がる。癒しのボタニカルアロマ 
キャンドルを皆で作りましょう。 
申込期間 1/14（月）～1/25（金） 

申込☎080-2705-4270（月～金 ９～13 時 與那嶺） 

ﾒｰﾙ:coop-okinawa0044@docomo.ne.jp 

沖縄市ブロック協議会 

２月２１日（木）10～12 時 

コープ美里２階組合員活動室 
定員：先着 20 名 

※２/11(月)より受付開始 

◆残したい大切な想い・エンディングノート 
私の思いを伝えるために、今までの自分を振り返る時間 
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 件名：エンディングノート  
 
＜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。 

 

 

  コープ美里 新春餅つき大会

みんなで楽しくぺったん♪ぺったん♪ 

つきたてお持ちを食べに来てね💛 

    

 ★お餅がなくなり次第終了！ 

日時 1 月 27 日(日)11:00～14:00 

会場 名護市 港区公民館 

エコバックをもってお買い物に行こう(^^♪ 
詳しくはホームページをご覧ください。 
主催：北部ブロック協議会 
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