
2022年5月30日発行　第491号 埼玉エリア内で発行しているイベント情報紙ですコープみらい　さいたまインフォメーション

※各イベントについてのお問い合わせは主催者にお願いします。　お預かりした個人情報は催し物のために利用し、その他の目的には一切利用いたしません。 2022年5月30日発行  第49１号次回の発行は2022年6月13日です
新型コロナウイルス感染拡大の状況により中止・延期となる場合があります。詳細は各主催者にお問い合わせください。
参加される際には感染症予防対策にご協力をお願いいたします。

コープみらい 埼玉県本部　〒336-0022 さいたま市南区白幡1-17-12　☎048（839）2711 コープみらい 検索ホームページ
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コープみらいは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

省エネルギー機器の導入や配達
コースの効率化などにより電気
を減らす取り組み、また事業の
中での再生可能エネルギー電気
（太陽光、バイオマス、風力で
発電した電気）の活用をすすめ
ています。

いま、地球では困ったことが起きています

組合員とともに取り組みを進めています。

環境や社会にやさしいお買い物

＊認証マーク例

～もったいないからありがとうへ～

埼玉県内３０カ所のコープ
の施設でいつでもお預かり
します。

コープデリコープデリののエコ活エコ活

CO₂(二酸化炭素)

おうちでエコ活

環境や社会に配慮した商品の
取り扱いをすすめています。

再生可能エネルギーで
発電したFIT 電気もご
利用いただける「コー
プデリでんき」を供給
しています。

電気を選ぶ

リサイクル

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。
リサイクル資源を、コープデリ宅配やお店で
お預かりしています。　

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。

リユース

＊詳しくはこちら ＊詳しくはこちら

フードドライブ

ご家庭に保管されたままの食品を、フードバ
ンク団体などを通じて必要とされる方にお配
りしています。ご家庭の食品ロス削減にも期
待できます。

使い捨てプラスチック
リサイクル資源の回収、
ペットボトルの重量を減ら
す、ラベルやトレーをなく
す、詰め替え商品の品揃
えを増やす、再生プラス
チックなどの活用に取り組
んでいます。

食品ロス

規格外農産物の取り
扱い、過剰オーダー
の削減、フードバン
クへの寄付などに取
り組んでいます。

100年後100年後の地球のためにの地球のために
持続可能な社会の実現を目指して

コープみらいは、地球と私たち生きものに悪い影響を及ぼす
３つをなくすことを目指します。

＊詳しくはこちら

＃気候＃気候危危機機
豪雨 大型の台風
・西日本での洪水と土砂災害（2020年7月）
・ドイツ・ベルギーでの洪水（2021年7月）

森林火災
・オーストラリアでの山火事（2019～2020）

記録的寒波

ハリケーン 海面上昇

熱波
・北米で50℃近い記録的熱波が発生（202１年6月）
・米国での山火事と記録的猛暑（2021年8月）

干ばつ
・アフリカでの干ばつ（2020年１０月）
・北海道で干ばつ（2021年7月）

砂漠化

食料不足

記録的猛暑

＃遊びながら学ぼう＃遊びながら学ぼう
ほぺたんとほぺたんと

エコチャレンジエコチャレンジ
すごろくすごろく

中面をご覧ください中面をご覧ください

第35回川越いもの子作業所チャリティコンサート

藤巻亮太
Special Live in KAWAGOE
地域の人々も障害者も共に音楽を楽しみま
しょう。テーマは「誰一人取り残さない 持
続可能な社会、川越を目指して」です。
■日時　6月25日（土）18時 ＊開場17時
■会場　ウェスタ川越 大ホール
　　　　(川越市新宿町1-17-17）
　　　　JR・東武線「川越駅」西口徒歩5分
　　　　駐車場あり（有料）
■チケット　S席6,000円　A席5,500円　
　　　　　 自由席（一般）5,000円
　　　　　 自由席（障害者・子ども）3,500円
　＊当日券は各料金+500円（障害者・子どもは当日券無し）
　　　　　 指定席1,167席　自由席466席
■持ち物　マスク

主催・申し込み　
第35回川越いもの子作業所
チャリティコンサート実行委員会
☎049（223）0008 10時～15時（土日祝休）
＊詳しくはホームページをご覧ください

検索川越いもの子作業所　イベント情報

第67回 埼玉母親大会
～生命を生みだす母親は 生命を育て 
生命を守ることをのぞみます～

申し込み　埼玉母親大会連絡会事務局　 

☎＆FAX 048(822)1817 
11時～16時(土日祝休)

（①名前②☎③参加方法（会場・Zoom）を明記
 してください）＊受付後、詳細をご連絡いたします

主催 第 67 回埼玉母親大会実行委員会
　　　  第 59 回熊谷母親大会実行委員会

講師 : 斎藤 美奈子さん
　　　(文芸評論家 )

◎文化行事(13時20分) 大麻生和太鼓會

◎記念講演(14時)
  「今さらながら？今だから
  　 こそのジェンダー平等」

■日時　6月26日（日）13時20分～16時
　　　   ＊受付開始12時30分
　　　   ＊終了後パレードあり　
■会場　熊谷文化創造館さくらめいと
　　　  （熊谷市拾六間111-1)　
　　　   JR「籠原駅」南口徒歩15分 駐車場あり
　　　   ＊公共交通機関をご利用ください
　　　   ＊オンライン（Zoom）参加は要問い合わせ
■参加費　1,000円　
■募集　   800人（要申し込み・先着）
■持ち物　マスク
　＊ご自宅での体温チェックをお願いします
■締め切り　6月16日（木）

商品学習交流会　
カルビー株式会社
オンライン工場見学！！
通常の見学コースでは見られない、『フルグラ®』
の製造工程のオンライン見学会です。カルビー清
原工場の製造ラインから生放送でおこないます。

■日時　6月30日（木）10時15分～12時
■募集　10人（要申し込み・抽選）　
　＊Zoomが使える環境はご自身でご準備ください
　＊当日はZoomのビデオON・音声OFFでお願いします
■締め切り　6月22日（水）17時
　＊結果は当選者にのみ6/23以降、IDとパスワードを
　　メールでご連絡します

申し込み　
E-mail：saitama_jg8421@coopdeli.coop　
（件名6/30カルビー（株）オンライン工場見学、①名前
 （ふりがな）②☎③在住市町村（さいたま市は区）を
 明記してください）
問い合わせ　コーププラザ浦和　
☎048(823)3933　
月～土 10時～21時、日祝10時～18時

主催　埼玉南部ブロック委員会
参加費
無料

オンライン

＊二次元バーコードからも
  お申し込みいただけます

学習会
『コープデリミールキット』の
魅力って！
2021年度グッドデザイン賞受賞のミール
キットは、材料と調味料がセットされ簡単
に調理できる商品です。その魅力や商品開
発について学びます。コープ商品について
も交流をしましょう。
＊試食はありません
＊講師はオンラインで参加します

■日時　7月1日（金）10時～12時
■会場　コーププラザ浦和 3F会議室2
　　　　(さいたま市南区南本町2-10-10）
　　　　JR「南浦和駅」西口徒歩5分 駐車場なし
■募集　15人（要申し込み・抽選）　
■持ち物　筆記用具・飲み物・マスク
■締め切り　6月22日（水）17時
　＊結果は当選者にのみ6/23以降電話でご連絡します

申し込み　コーププラザ浦和　
☎048(823)3933　
月～土 10時～21時、日祝10時～18時

参加費
無料主催　埼玉南部ブロック委員会

泊まらない子どもキャンプ
里山で1日すごそう！　
緑の森博物館は里山の
自然豊かなフィールド
ミュージアム。みんなで
協力してコナラやクヌギ
の雑木林を探検したり、
たき火を起こしたり、暗
くなるまで里山の自然
を満喫してすごそう。
＊新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により
中止または一部施設が閉鎖となる場合があります

■日時　①8月10日（水）　　
　　　　②8月11日（木・祝）
　　　　＊内容は同一です
■会場　さいたま緑の森博物館
　　　　(入間市宮寺889-1）
　　　　西武線「小手指駅」南口より西武バス　
　　　　「宮寺西行き」、「荻原」下車徒歩10分 
　　　　駐車場あり
■参加費　4,000円（保険代、材料費）
　　　　　＊夕食の食材なども含む　
■募集　各15人（要申し込み・抽選）　
　＊小学3～6年生対象
　＊イベント当日、保護者の方はお子さんの送迎をお願いします
■申込期間　7月1日（金）～14日（木）
　＊結果は7/15以降全員に連絡し、当選者には詳細を
　　記載した要綱をお送りします

主催・申し込み　さいたま緑の森博物館　
☎04(2934)4396　
9時～17時（月・祝日の翌平日休）
（参加希望日（①②）をお知らせください）
＊ホームページからもお申し込みいただけます

検索さいたま緑の森博物館

スキルアップして就職を目指そう！
埼玉県のハロートレーニング

（公共職業訓練：一般委託）
仕事をお探しの方を対象に、埼玉県が民間
教育機関に委託し、さまざまな講座を毎月
開講しています。
8月開講予定講座は介護、IT、医療事務
簿記会計など。受講期間は2～6ヵ月です。

■会場　埼玉県内各地の民間教育機関
　　　　  ＊講座により会場は異なる
■受講料　無料
　              ＊テキスト代、資格試験受講料は自己負担
■募集　15～30人（要申し込み・選考）
　　　　  ＊ハローワークに求職登録した方対象
　　　　  ＊ひとり親家庭や就職氷河期世代の優先枠が
　　　　　  設定されている講座あり
■託児　一部講座あり（要申し込み）
　　　　  ＊利用できるのは講座実施日のみ
　　　　  ＊講座によりおやつ代などの自己負担あり
■申込期間　6月15日（水）～23日（木）
　　　　　　　＊応募者が定員を下回った場合は募集   
　　　　　　　  延長　　　　　　

問い合わせ　埼玉県立職業能力開発センター
☎048(651)3122　
8時30分～17時15分（土日祝休）
＊詳しくはホームページをご覧ください

検索埼玉県委託訓練

主催　埼玉県

”選んで使う”エシカル消費が「サステナブル」な
社会実現につながります。

＊商品例

}各10時～20時

コープデリミールキット（サグチキンカレー）


	b
	a
	coop491_bm



