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新型コロナウイルス感染症に負けない！緊急応援募金
コープデリ宅配・店舗ともに７月１０日（金）まで受付いたします

6月は環境月間

渓流散策と魚道巡り
中津川まるごとガイドの案内で、渓流トレッ
キングで魚道を巡ります。
学習の森（大若沢）では、天然のイワナ・ヤ
マメを観察できるかもしれません。参加者
には木製キーホルダーをプレゼント。

■日時 8月10日（月・祝）9時～15時
■会場 埼玉県森林科学館

（秩父市中津川447）
秩父鉄道「三峰口駅」から西武観光バス、
「中津川」下車すぐ 駐車場あり

■参加費　1,000円(参加費・保険料)
■募集 　10人（要申込み・先着）

＊小学生以上対象（小学生は保護者同伴）
■持ち物　昼食・飲み物・雨具・タオル
＊長袖・長ズボン、帽子、登山靴でご参加ください
■申込期間 7月1日（水）～8月3日（月）

申込み　埼玉県森林科学館
☎0494(56)0026 8時30分～17時15分
＊開催中止・延期になる場合があります。詳しくは
　お問い合わせください

CO₂
地球温暖化をすすめる
温室効果ガスを減らそう

再生可能エネルギーをつくる・つかう
・事業所で使用する電気を再生可能エネルギーで賄うことを

すすめています
・店舗（一部）から出る食品残さを原料とするバイオガスで

発電した電気を活用しています
・宅配センターや店舗、物流センターの屋上に太陽光パネル

を設置して発電した電気を活用しています

なぜ節電が必要なの？
日本の発電方法の約8割を占める「火力発電」は、石油
や石炭などの化石燃料を大量に燃やして発電していま
す。その際に多くのCO₂を排出します。
つまり、わたしたちが電気を使うということは、CO₂を
排出することにつながるため、CO₂削減には節電が必
要となります。

地球温暖化は、世界各地での猛暑や豪雨など異常気象の頻発にも影響を与えて
いると考えられています。温室効果ガス（主にCO2 二酸化炭素）排出は温暖化
の原因のひとつです。

プラスチック
使用量を減らそう

プラスチックごみによる環境汚染が大きな問題になっています。プラスチックの使用
量を減らす、繰り返し使う、使い終わったら再利用（リサイクル）することが大切です。

食品ロス
みらいにつなぐ『もったいない』

環境負荷を減らした容器包材
回収されたペットボトルを使用した「再生プ
ラスチック」や、トウモロコシなどの植物を原
料に使った「植物由来プラスチック」を包材と
する商品の開発に取り組んでいます。

食べられるのに廃棄されてしまう食品＝食品ロスは、商品の生産・
加工・流通するために使用するエネルギーや水、携わった人々の
思いを無駄にすることにもつながります。

埼玉県内 13 カ所でフードドライブに取り組んでいます
ご家庭に保管されたままの食品を提供いただく取り組みです。
お持ちいただいた食品は「NPO法人フードバンク埼玉」を
通じて、生活に困窮している方々にお配りしています。

規格外農産物の取り扱い
ちょっとしたキズ、サイズの違いなどで規格外となる野菜や
天候被害を受けた果物など、味への影響はない農産物を
その理由をお知らせして販売しています。

中面には
「すごろく

」が
あるよ！

容器包装の軽量化
容器包装を薄くしたり、サイズをコンパクトに
変更するなど、プラスチックの使用量を削減し
ています。

「コープただの炭酸水」は軽量化により、ボトル
本体のプラスチックを約22.5%カットしました。

マイバッグ・マイカゴ持参の呼びかけ
コープの店舗では1990年代からマイバッグ持参の呼びかけを
おこない、プラスチック製レジ袋の使用量削減を進めています。

詰め替え商品の利用
洗剤・シャンプーなど、本体ボトルに詰め
替えることで、プラスチックの使用を削
減できます。

美
ちゅ

ら島
しま

応援もずくプロジェクト
沖縄県の伊平屋島はもずくの産直産地。島の豊かな
自然の恵みで作るもずくですが、砂浜に大量のゴミが
流れつき問題となっています。
そこでコープは、伊平屋島産もずく商品の売り上げの
一部を「美ら島応援基金」に寄付。漂着ゴミ運搬費用
や砂浜をきれいにする活動に活用されています。

31g

24g

軽くなりました

くらしと未来にやさしい”でんき”を選ぼう！

電気の地産地消！コープデリの施設の活用！

お申込み・問合せ　コープデリ宅配をご利用の方：地域担当者にお声かけください
コープデリ宅配を利用されていない方：コープデリでんき・ガスコールセンター☎０１２０(３６２)７００9時～18時(日休)

再生可能エネルギーで発電
されたFIT電気を約95%使用
（2020年度計画値）する
メニュー。

家計にやさしいお得なメニュー
です。FIT電気を約34%使用
（2020年度計画値）する
メニュー。

ＦＩＴ電気メニュー ベーシック電気メニュー

＊詳しくは、
ホームページを
ご覧ください

２つのメニューからお選びいただけます

FIT 電気メニューは、電気の産地にこだわっています

F I T 電気メニューでは、コープの物流施設・宅配センターなどに設置した太陽光発電や、一部の店舗から排出される食品残さを利用した
バイオマス発電によって生み出された再生可能エネルギー電気などを使用しています。

コープデリグルー
プでは、物流施設・
宅配センター・店
舗などの屋上に
太陽光発電シス
テム設置をすすめ
ています。

当生協がFIT 電気を調達する費用の一部は、「コープデリでんき」のご利用者以外の方も含め電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金によって賄われており、
この電気のCO2 排出量については、火力発電なども含めた全国平均CO2 排出量を持った電気として扱われます。

野菜だけでなく電気も産直産地から！

コープみらいの産直
産地では、集荷所の
屋根などを有効活用
した太陽光発電によ
り発電しています。
電気も生産者の顔が
見える取り組みをす
すめています。

店舗の生ゴミが電気に生まれ変わる！

コープみらいのお店
（一部）から出た生ゴ
ミを使用して発電し
ています。
食品廃棄物をエネル
ギーとしてリサイク
ルできる新しい取り
組みです。コープデリ大宮センター 農事組合法人埼玉産直センター バイオエナジー食品リサイクル施設

コープデリでんきのご利用金額に応じて利用ポイントがつきます（300 円で 1ポイント）。
また電気料金も「ポイントステージ制＊」の対象です。ポイントはコープデリ宅配の利用代金清算などに使えます。
＊コープデリでんきを含むコープデリ宅配の毎月のご利用金額に応じて、翌月のポイント倍率がアップします

電気利用金額はコープデリ宅配の利用手数料割引の対象にはなりません

主催 埼玉県農林公社

リサイクルの取組みにご協力ください

私たちの身の回りにあるものの多くは限りある天然資源から作られています。
リサイクルすることで限りある資源の有効活用やＣＯ２の削減につながります。

透明の食品トレー・容器
アルミ缶

コープのお店のみでお預かりしています

飲料用 紙パック 内側がアルミの紙パックもお預かりします
ペットボトル・キャップ
食品発泡トレー
たまごパック（コープみらいで販売したもの）

コープの宅配とお店両方でお預かりしています

商品カタログ （コープデリ宅配のもの）
コープデリ宅配の商品やカタログのお届け用ポリ袋
ミールキット外箱（透明）

コープデリ宅配のみでお預かりしています

飲料用紙パック・ペットボトル・キャップ・食品発泡トレー・アルミ缶は、洗って汚れ
を落とし、乾かしてからお出しください。
ペットボトルのラベルやお届け用ポリ袋のシールは剥がしてお出しください。
できるだけ、こまめにお出しいただけますと大変助かります。

お願い

7月から
レジ袋は
有料と
なります ＊対象商品一例

＊商品一例

＊商品一例
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今日の朝ごはん、のこさず
食べたかな？
・ぜんぶ食べた　　　  3 つ
・明日はがんばる 　1つ

ニンジンの皮や
ダイコンの葉も食べられるんだって！

・食べたことがある　    3 つ
・はじめて知った    1つ
＊食べられる部分をふやして
 食べものを使いきることで
食品ロスをへらせるよ

おやつを食べすぎて、
ごはんをのこしちゃった…
1回休み

食べものをのこさないよう
に買いすぎに気をつけれ
ば、食品ロスがふせげるよ。

3 マスすすむ

まだ食べられるけど、おうちで使えない物を
持ちよって、こまっている人にとどける

「フードドライブ」。コープみらいのお店（一部）
やコーププラザでやってるよ。

　1つ

＊詳しくは
   こちら

お出かけの時には水とう
（マイボトル）を持っていこう。
ペットボトルを買わないことで、
プラスチックごみをへらせるよ。

・いつも持っていく 3 つ
・忘れちゃうこともある    　1つ

まちがえてペットボトルを
もえるごみで出しちゃった… 

1回休み
＊ペットボトルは
   リサイクルできます

シャンプーやリンス、せんざいなどは、
中身をつめかえれば
プラスチックごみを
へらせるよ。

　1つ

たいへんだ！
ごみをきちんとすてないと、
川を流れて小さくなって、海の魚
やカメたちがエサとまちがえて
食べちゃうよ… 
1回休み

コープの「もずく」を買うと、すなはまに流れ
ついたプラスチックごみのかたづけにつなが
るよ。

　1つ

＊詳しくはこちら

「コープみらい秩
ち ち ぶ

父の森」では、
さまざまな生き物が住める森をめざして
いるよ。しぜんの大切さが学べるよ。
2 マスすすむ

コープみらいでリサイクルしている
ものを 2 つ言ってみよう。

　　 3 つ
＊ヒントはうらがえすとあるよ

牛にゅうパックは開いて、あらって、
リサイクル。トイレットペーパーに
へんしんするよ。

　　 1つ

れいぞう庫をしめわすれて、
電気をムダづかい…
1回休み

朝顔やゴーヤなどで「グリーンカーテン」
を作れば、日光をさえぎってお部屋が
すずしくなるよ。

2 マスすすむ

だれもいない部屋の電気…

・きちんと消している    　3 つ
・つけっぱなしだった。
  これからは消す！          1つ

じゅん番を決めて、サイコロをふります。
でた数だけすすめるよ。

 をたくさん集めよう！ゴールしたときに
　がたくさんある人が勝ちです。

用意するもの
・サイコロ 1つ　・えんぴつ
・人数分のコマ（消しゴムなど）

親子で遊んで
地球の環境を守ろう！ す ご ろ く

ルール

1
2
3
4
5
6

 のりしろ

1

2

34

5

6

1 番目にゴールした人は　　　5 つ

2 番目にゴールした人は　　　3 つ

3 番目にゴールした人は　 　1 つ

＊詳しくはこちら

くじら カメ あざらし
元気ないね。
どうしたんだろう？みんなで助けよう！

＊切りとってえんぴつにまくと、
サイコロの代わりになるよ

＊えんぴつなどを左の円で
　回転させるとサイコロの
　代わりになるよ

とく点表

名 前       の数

が
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6月は環境月間

CO₂
地球温暖化をすすめる
温室効果ガスを減らそう

再生可能エネルギーをつくる・つかう
・事業所で使用する電気を再生可能エネルギーで賄うことを

すすめています
・店舗（一部）から出る食品残さを原料とするバイオガスで

発電した電気を活用しています
・宅配センターや店舗、物流センターの屋上に太陽光パネル

を設置して発電した電気を活用しています

なぜ節電が必要なの？
日本の発電方法の約8割を占める「火力発電」は、石油
や石炭などの化石燃料を大量に燃やして発電していま
す。その際に多くのCO₂を排出します。
つまり、わたしたちが電気を使うということは、CO₂を
排出することにつながるため、CO₂削減には節電が必
要となります。

地球温暖化は、世界各地での猛暑や豪雨など異常気象の頻発にも影響を与えて
いると考えられています。温室効果ガス（主にCO2 二酸化炭素）排出は温暖化
の原因のひとつです。

プラスチック
使用量を減らそう

プラスチックごみによる環境汚染が大きな問題になっています。プラスチックの使用
量を減らす、繰り返し使う、使い終わったら再利用（リサイクル）することが大切です。

食品ロス
みらいにつなぐ『もったいない』

環境負荷を減らした容器包材
回収されたペットボトルを使用した「再生プ
ラスチック」や、トウモロコシなどの植物を原
料に使った「植物由来プラスチック」を包材と
する商品の開発に取り組んでいます。

食べられるのに廃棄されてしまう食品＝食品ロスは、商品の生産・
加工・流通するために使用するエネルギーや水、携わった人々の
思いを無駄にすることにもつながります。

埼玉県内 13 カ所でフードドライブに取り組んでいます
ご家庭に保管されたままの食品を提供いただく取り組みです。
お持ちいただいた食品は「NPO法人フードバンク埼玉」を
通じて、生活に困窮している方々にお配りしています。

規格外農産物の取り扱い
ちょっとしたキズ、サイズの違いなどで規格外となる野菜や
天候被害を受けた果物など、味への影響はない農産物を
その理由をお知らせして販売しています。

中面には
「すごろく

」が
あるよ！

容器包装の軽量化
容器包装を薄くしたり、サイズをコンパクトに
変更するなど、プラスチックの使用量を削減し
ています。

「コープただの炭酸水」は軽量化により、ボトル
本体のプラスチックを約22.5%カットしました。

マイバッグ・マイカゴ持参の呼びかけ
コープの店舗では1990年代からマイバッグ持参の呼びかけを
おこない、プラスチック製レジ袋の使用量削減を進めています。

詰め替え商品の利用
洗剤・シャンプーなど、本体ボトルに詰め
替えることで、プラスチックの使用を削
減できます。

美
ちゅ

ら島
しま

応援もずくプロジェクト
沖縄県の伊平屋島はもずくの産直産地。島の豊かな
自然の恵みで作るもずくですが、砂浜に大量のゴミが
流れつき問題となっています。
そこでコープは、伊平屋島産もずく商品の売り上げの
一部を「美ら島応援基金」に寄付。漂着ゴミ運搬費用
や砂浜をきれいにする活動に活用されています。

31g

24g

軽くなりました

くらしと未来にやさしい”でんき”を選ぼう！

電気の地産地消！コープデリの施設の活用！

お申込み・問合せ　コープデリ宅配をご利用の方：地域担当者にお声かけください 
コープデリ宅配を利用されていない方：コープデリでんき・ガスコールセンター☎０１２０(３６２)７００ 9時～18時(日休)

再生可能エネルギーで発電
されたFIT電気を約95%使用
（2020年度計画値）する
メニュー。

家計にやさしいお得なメニュー
です。FIT電気を約34%使用
（2020年度計画値）する
メニュー。

ＦＩＴ電気メニュー ベーシック電気メニュー

＊詳しくは、
  ホームページを
  ご覧ください

２つのメニューからお選びいただけます

FIT 電気メニューは、電気の産地にこだわっています

F I T 電気メニューでは、コープの物流施設・宅配センターなどに設置した太陽光発電や、一部の店舗から排出される食品残さを利用した
バイオマス発電によって生み出された再生可能エネルギー電気などを使用しています。

コープデリグルー
プでは、物流施設・
宅配センター・店
舗などの屋上に
太陽光発電シス
テム設置をすすめ
ています。

当生協がFIT 電気を調達する費用の一部は、「コープデリでんき」のご利用者以外の方も含め電気をご利用の全ての皆様から集めた賦課金によって賄われており、
この電気のCO2 排出量については、火力発電なども含めた全国平均CO2 排出量を持った電気として扱われます。

野菜だけでなく電気も産直産地から！

コープみらいの産直
産地では、集荷所の
屋根などを有効活用
した太陽光発電によ
り発電しています。
電気も生産者の顔が
見える取り組みをす
すめています。

店舗の生ゴミが電気に生まれ変わる！

コープみらいのお店
（一部）から出た生ゴ
ミを使用して発電し
ています。
食品廃棄物をエネル
ギーとしてリサイク
ルできる新しい取り
組みです。コープデリ大宮センター 農事組合法人埼玉産直センター バイオエナジー食品リサイクル施設

コープデリでんきのご利用金額に応じて利用ポイントがつきます（300 円で 1ポイント）。
また電気料金も「ポイントステージ制＊」の対象です。ポイントはコープデリ宅配の利用代金清算などに使えます。
＊コープデリでんきを含むコープデリ宅配の毎月のご利用金額に応じて、翌月のポイント倍率がアップします
　電気利用金額はコープデリ宅配の利用手数料割引の対象にはなりません

リサイクルの取組みにご協力ください

私たちの身の回りにあるものの多くは限りある天然資源から作られています。
リサイクルすることで限りある資源の有効活用やＣＯ２の削減につながります。

透明の食品トレー・容器
アルミ缶

コープのお店のみでお預かりしています

飲料用 紙パック 内側がアルミの紙パックもお預かりします
ペットボトル・キャップ
食品発泡トレー
たまごパック（コープみらいで販売したもの）

コープの宅配とお店両方でお預かりしています

商品カタログ （コープデリ宅配のもの）
コープデリ宅配の商品やカタログのお届け用ポリ袋
ミールキット外箱（透明）

コープデリ宅配のみでお預かりしています

飲料用紙パック・ペットボトル・キャップ・食品発泡トレー・アルミ缶は、洗って汚れ
を落とし、乾かしてからお出しください。
ペットボトルのラベルやお届け用ポリ袋のシールは剥がしてお出しください。
できるだけ、こまめにお出しいただけますと大変助かります。

お願い

7月から
レジ袋は
有料と
なります ＊対象商品一例

＊商品一例

＊商品一例


	a
	b
	coop446_bmail

