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〔主催〕平和推進委員会 

平和についてゆんたくしませんか？  

◆４月１７日（水）11：00～12：30 

コープ首里３階組合員活動室 

〔主催〕子育て支援推進委員会 

～屋根のある親子の遊び場～ 

〔参加費〕一家族１００円 
●４月 10 日（水）10～12 時 コープ山内２階 

●４月１１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.㉔ 

２０１９年４月８日発行 

総合推進室 098-879-1144 

（月～金 9:30～17:00） 

 

「平和活動募金」へのご協力をお願いします。 
コープおきなわでは、平和なくらしを子どもたちに引き継ぐための取り組みに、「平和活動募

金」を活用しています。昨年度は約４８万円をお寄せいただきありがとうございました。 

「６．２３ファミリーピースウォーク」や「ピースアクション in ナガサキ」への派遣費用などに

あてさせていただきました。 

■２０１８年度平和活動募金活用報告（３月２７日現在）■ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年度も平和活動募金に取り組みます。平和への想いを寄せ合い、活動を広げていくための 

募金にご協力をお願いします。 

★募金方法★ 

 【店舗】募金箱を５/１（水）よりサービスカウンターに設置します。 

 【協同購入】ＯＣＲ注文書での募金を５月より予定しています。 

 

 

世界に 1 つだけのオリジナルキャンドルを作ってみませ

んか？可愛いお花をいっぱい準備してお待ちしております。 

※ボタニカルキャンドルとは「ドライフラワー」など天然素

材のものをワックスに入れて固めたキャンドルのこと。 

 

〔日 時〕５月２３日（木） 

〔時 間〕10：00～13：00 

〔会 場〕コープ牧港２階組活室 

〔定 員〕10 名 先着順 

※4 月 15 日 9 時～受付開始 

〔参加費〕５００円 

〔講 師〕上江洲キヨコバーバラ さん 

〔託 児〕あり（要申込み） 

〔申 込〕☎080-1757-9268（月～金 9～13 時 諸見里）  

メール：coop-okinawa1008@docomo.ne.jp  

件名（キャンドル）お名前、連絡先を送信。 
 

 

昨年は約 300 人が参加した 

ファミリーピースウォーク 

ピースアクション in ナガサキ 

ナガサキ子ども平和会議で

「戦争をなくすためにできるこ

と」を話し合いました 

◆６．２３ファミリーピースウォーク（バス代等）

207,562 円 

◆ピースアクションｉｎナガサキへの派遣の補助 

（親子１組２名）77,600 円 

◆日本生協連主催沖縄戦跡・基地めぐりへの 

派遣補助           40,000 円 

 

 

 

 

 

主催：宜野湾・中城ブロック 

 

 

梅漬け講習会 
毎年大人気の梅漬け企画！ 
今年も開催します。 
５月２３日（木）～２４日（金） 

講師：林弘子さん 
（JA 紀州生産者、南高梅の宣
伝隊「梅愛隊（うめあいたい）」
メンバー） 
無料配布：梅シロップ用の 
冷凍梅とプラスチック容器 
詳しくは、ホームページで 

ご確認ください。 

 

梅漬け講習会お問合せ先：総合推進室 

098-879-1144（月～金 9：30～17:00） 

mailto:coop-okinawa1008@docomo.ne.jp


 
 

★ 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 

沖縄市ブロック協議会 

４月 23 日（火） 10～12 時 

コープ美里 2 階 組合員活動室 
定員：20 名＊託児あり（要申込み） 
申込締切 4 月 19 日（金） 
持ち物：パステル 
（お持ちでない方はこちらで準備します） 

材料費：200 円(筆ペン・色紙) 

◆ライヤー演奏を聴いて癒され、筆文字アートを楽しもう♫ 
字や絵が苦手でも楽しく描ける筆文字アート！ 
平成最後に世界で 1 枚のオリジナルメッセージを作り 
ませんか？沖縄市で活躍中の、ライヤー演奏グループを 
お招きしてミニコンサートも開催します。 
申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0045@docomo.ne.jp 件名（筆文字） 
氏名、連絡先、お住いの市町村名、託児の有無（お子さんの年齢） 

北部ブロック協議会 

４月 26 日（金）10～12 時 

名護センター２階 組合員活動室 
定員：20 名 申込締切 4/22（月） 
講師：栂村 宙子（とがむらひろこ）さん 

コープ LPA アドバイザー 
持ち物：筆記用具 

◆今からはじまる！ライフプラン  
～我が家のおサイフ事情編 お助けレシピも紹介しますよ～ 

お金のことって話しにくい。でも大事なこと！ 
お金をテーマに講師を囲んでゆんたくしませんか？ 
お友達どうしお気軽に参加ください。 
申込☎080-2705-4272（月～金 9～13 時 仲原） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0046@docomo.ne.jp 件名：LPA  

那覇東ブロック協議会 

4 月 26 日（金） 10 時半～12 時半 

コープ首里３階 組合員活動室 

定員：30 名＊託児あり（要申込み） 

※LP ガスの検針票を持参ください。 

◆コープなら、光熱費だって安くなる！！ 
コープで LP ガスの供給も始まります。電力事業と合わ 
せて聞けちゃうチャンス!!検針票を持参いただけば、 
具体的な試算もできます。コープにおまかせで～す☆ 
申込☎080-2705-4269（月～金 9～13 時 奥永） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0043@docomo.ne.jp  

沖縄市ブロック協議会 

5 月 15 日（水） 10～12 時 

コープ美里 2 階 組合員活動室 

定員：20 名＊託児あり（要申込み） 

※LP ガスの検針票を持参ください。 

◆コープ LP ガス学習会♫ 
え～ガスって安くなるの？ガス代のお得な情報を知り 
たい方集まれ～☆彡 
申込☎080-2705-4271（月～金 9～13 時 新川） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0045@docomo.ne.jp 件名（ガス） 

宜野湾・中城ブロック協議会 

5 月 15 日（水）10～１３時 

コープ牧港２階 組合員活動室 
定員：先着 15 名  
講師：食アスリートジュニアインスト

ラクター白石 詩子さん 

◆スポーツを頑張るお子さんを食事でサポート 
食べたもので身体は作られる。毎日の食事をかえれば、 
身体が変わる！お子さんの食事サポーターになろう💪 
申込☎080-1757-9268（月～金 9～13 時 諸見里）  
ﾒｰﾙ：coop-okinawa1008@docomo.ne.jp  

北部ブロック協議会 

5 月 22 日（水）10～12 時 

宇茂佐公民館 
定員：親子 10 組＊先着順  
対象：2 ヵ月～1 歳位までの赤ちゃん 
講師：定岡 みどり さん 
参加費：200 円 

◆親子の絆がグッと深まるベビーマッサージ♡ 
生まれたばかりの赤ちゃん期からできるキラキラ✨ 
笑顔のスキンシップ(*^^*)   
＊バスタオル・おでかけセット（おむつ等）赤ちゃんに、 
普段使っているクリームやオイルがあれば持参ください。 
申込☎080-2705-4272（月～金 9～13 時 仲原） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa0046@docomo.ne.jp 件名：ベビー 

中部ブロック協議会 
５月 22 日（水） 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:沖縄県人生支援センター 

◆どうする？将来計画 
子育て世代の方々へ。子育てにかかるお金や、親の介護 
に備えて準備しておくことなど一緒に学びましょう。 
申込☎080-2705-4270（月～金 ９～13 時 よなみね） 
ﾒｰﾙ:coop-okinawa0044@docomo.ne.jp  

南部東ブロック協議会 
５月 23 日（木） 10～12 時 
西原センター（西原町字兼久 287-1） 
定員：20 名 
託児あり（要申込み） 
講師：コープハウジング協力店 

◆梅雨にむけてのカビ対策 
しつこいカビを撃退！梅雨にむけて対策、対処を始め 
ませんか？ 
申込☎080-1757-9244（月～金 9～13 時 高良） 
ﾒｰﾙ：coop-okinawa1003@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。 

毎月テーマを設けて、気になるくらしのあれこれを学習＆交流し

ます！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。 
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