
刻々と入る現地の情況…一瞬にして多く
の人の命が奪われ、着の身着のままの避難
…福島では放射能という見えない恐怖との
闘い、そして幾多の苦難を乗り越えて誕生
した新しい命…今も忘れる事ができません。

間もなく、3月 11日を迎えます。東北三県では今も約 14万人
の方が避難生活を余儀なくされています。また、約 2,500 名もの
方が行方不明のままです。特に福島県では福島第一原発事故の被
害・影響は大きく未だに約 8万人の方が福島県内外に避難された
ままです。被災地では「住まいとまちの復興」「産業・生業の再生」
として対策が取り組まれていますが、まだまだ十分でなく、新た
に建設されています。入居が始まった復興公営住宅では既に孤独
死の報告も…震災関連死は今も増え続ける等、新たな課題も浮き
彫りになってきています。福島県では風評被害も続いています。

コープぎふでは、発災時より現地への支
援活動に参加、組合員のみなさんから寄せ
られた温かいお気持ちは「義援金」として
東北 3県へ、その後も組合員のみなさんか

ら寄せられる「くらし応援募金（現 東日本大震災くらし・地域復
興応援募金）」は、被災地の生協・生協連を通じて復興支援に役
立てていただいています。また、宮城県内の仮設住宅で行われて
いる「ふれあい喫茶」に毎月、岐阜のお菓子を送っています。そ
して、岐阜県で被災地支援を行っている「NPO法人 KI プロジェ
クト」の「ボランティアバス」の取り組みへの支援を行っています。
これからも、「岩手、宮城、福島のみなさ
んの復興への歩みに伴走しましょう !」を
スローガンに支援活動に取り組みます。組
合員のみなさんも、あの日を忘れる事なく、
できる事でご協力ください !

募金名 注文番号 内容

くらし・地域復興応援募金 3991 1口 　 100円
3992 1口  1,000円

お問い
合わせ 1058-370-6873コープぎふ

くらしの活動部
受付/

9:00～17:00
（土・日曜休み）

Ｇサロン　
日　時　3月6日（月）　10：00～12：00　 
会　場　ながら虹の家（岐阜市福光南町12-9／コープ長良店北側）

ふらっとおしゃべり
日　時　3月11日（土）　9：30～11：30　　　
会　場　コープぎふ各務原支所会議室（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

おたすまカフェ
日　時　3月13日（月）  10：00～12：00
会　場　コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

楽しいおしゃべり会
日　時　3月22日（水） 　10：00～12：00
会　場　コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

くらしたすけあい
の会事務局 ☎058-370-6876くらしたすけあい
の会事務局お問い合わせ 受付/10:00～16:00

 （土・日・祝休み）

おしゃべりからくらしの様子、ちょっとした困りごと、「こんなことできるよ」、
「こんなことできたらいいね」と地域でのささえあいなどを話し合います。

認知症や統合失調症、うつ病など認知、精神の病にふれる機会が増えてきました。
基礎的知識理解と精神障害をどのようにとらえたらいいのか、声かけや接し方は？
などを学びます。

ご近所 　住まいるフェアご近所 ご近所 住まいるフェア住まいるフェア
3月4日（土）10:00～16:00

要予約

①10：10～ 家の寿命をあと20年延ばすコツ
②10：50～ 屋根・外壁　塗り替えのコツ
③11：30～ ショールームツアー　

リフォーム・新築するなら、まずコープの講座から！
一級建築士と専門家にじっくりご相談していただけます。

33月月44日（土）日（土）10:00～16:0010:00～16:00

リフォーム・新築するなら、まずコープの講座から！リフォーム・新築するなら、まずコープの講座から！リフォーム・新築するなら、まずコープの講座から！
会　場: LIXIL岐阜ショールーム（岐阜市中鶉3-45-1）

リフォーム講座

新築教室

参加費：１講座100円（１人）　

参加費：１講座100円（１人）　 精神障害について知る

リ ク シ ル

くらし・地域復興応援募金はコープぎふ店舗で受け付けています。また共同購入・宅配・ス
テーションではOCR注文用紙で受け付けています。注文番号と数量をご記入ください。
（e-フレンズ・電話注文センターからでも受け付けております）

住　宅

お問い合わせ
お申し込み 70120-706-866

株式会社コープハウジング東海 ぎふ支店 受付/
9:00～17:45

（定休日 毎週木曜日）

詳しくは住まいるコープ 10号または コープハウジング東海 　検索

ご近所 ご近所 ご近所 住まいるフェア住まいるフェア住まいるフェア住まいるフェアDE

無料

おたがいに、スマイルでがモットーです。

①13：00～  何から始めたらいいの？　
新築はじめの一歩

②13：40～  低金利時代に考える 新築の予算
③14：20～  メーカー？工務店？建築士？　

業者の選び方
④15：00～  質問タイム 無料

基礎的な事を学べ、情報を得られ、

今後の検討の役にたった。税制の動

向etcより、全体の日程計画の目安、

家の資金としては何をどこまで考

慮しておかないといけないetc.新

たな情報が得られ良かった。

トイレ・お風呂・洗面所をリフォームし

たいけれど、何をどうすればよいのかわ

からなかったです。背中を少し押しても

らった感じで、次にどのような行動をす

ればよいのかがわかりました。

参加者の声

参加者の声

（Ｇには、Gifu,Gift,Good,Gold,Giveなどたくさんの想いをこめています。）

持ち寄りフリーマーケットします

笑いヨガの
プチ体験も
ありますヨ

講　師　太田隆康さん（相談支援専門員・精神保健福祉士）

日　時　３月20日（月・祝）10：00～12：00
会　場　コープぎふ 本部大会議室（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
参加費　無料　事前申し込み不要　当日会場にお越しください。

学習会

おしゃべり会

あれから６年…3.11を忘れない
2011年3月11日午後2時46分、あなたは何をしていましたか？

参加費無料 事前申し込み不要 当日会場にお越しください。

日　時

ふらっとおしゃべり

おたすまカフェ

会　場

楽しいおしゃべり会

汚染土壌フレコンバッグの山

陸前高田市復興公営住宅

女川駅前のにぎわい拠点
シーパルピア女川

陸前高田市防潮堤

2017年3月2週 10号

2月20日（月）～２月25日（土）配布

コープぎふ 週刊コープぎふは、
今一番お伝えしたい情報を
週ごとにお届けしています。

週 刊週 刊

2017年3月2週
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みそ煮込うどん
お気に入りなんですね！

家族みんな大好きよ！
うちは野菜た～っぷりで作って、
家族で囲んで
鍋みたいに食べているのよ
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うちも
買ったわ！
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美味しいよね
♡
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それは
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うちもやって
みようかしら

牛
乳

牛
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高木

おいしい通信

生活サービス事業

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

葬祭サービス

職員より
コメント

冬に人気の生協商品です !
身体が温まるので寒い冬にぴったりですね♪

81
西濃支所の

組合員さん
より

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回毎週　扱い予定）

日　　程 会　　　　　　場
3月　9日（木） 多治見店　（多治見市京町4-109）
3月15日（水） 可 児 店　（可児市下恵土2817-1）
3月16日（木） 尾 崎 店　（各務原市尾崎西町5-30）
3月18日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山3-2-17）
3月22日（水） 恵 那 店　（恵那市長島町中野2-5-1）
3月23日（木） 長 良 店　（岐阜市福光南町7-17）

13：00～ 17：00時　間

保障相談デー ◦満期が近い　
◦商品提案を受けている
◦保険料を節約したい…　など

　　�共済・保険の専門職員がその場でご質問・ご相談
を承ります。お気軽にお立寄りください。

受付/9：00～17：00
（土・日・祝休み）

東海コープ安全運転センター
コープサービス東海ぎふ 0120-854-955お問い合わせ

お申し込み

よろしければ保険証券を
お持ちください無　料・予約不要

店頭にて
開　催

いたします

新学年４月号からの月刊購読はこちらから
お申し込みいただけます !

パソコンからは東海コープ生活サービス
事業部ウェブサイト　くらしのサービス内
「ポピー」からお申し込みいただけます。
お電話からは下記フリーダイヤルで受付
しています。

スマートフォン・
タブレットからは

年齢・学年に応じた教材が毎月ポストに届きます。

東海コープ事業連合
生活サービス事業部 0120-282-220 受付/9：30～17：00

（土・日曜休み）
お問い合わせ
お申し込み

◦月刊幼児ポピー（2・3歳児から年長）
◦月刊小学ポピー（1年～6年）
◦月刊中学ポピー（1年～3年）
※　詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

月刊　ポピー家　庭
学習教材

※画像は、幼児ポピー（年長さん用）の一例です。

口座振替日の前に「ご利用明細書」をお
届けします。前月の16日から当月の15
日までのご利用金額を請求していますの
で内容の確認をお願いいたします。
また引き落としができない場合は、お手
続きに関わる手数料200円をご負担いた
だき、また一時ご注文をお受けできなく
なることがありますのでご注意下さい。

ご利用明細書について

商品案内３月２週・Ｐ46 889

豆知識
～　引越し編　～

３月は進学や転勤で引越しが
多くなる季節ですね。
新天地でも安心のために、保
障を継続したいですね。
今月は引越し時の手続きに関
する豆知識を紹介します。

他県に引越しをしたら、
今加入している生協や
CO･OP共済はどうな
るのでしょうか？

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会
〈CO･OP共済に加入するには〉　出資金をお支払いいただき、お近くの生協の組合員になることが必要です。　
生活協同組合（生協）は、お店や宅配などでくらしに貢献しています。

受付/9：00～18：00
（日曜休）　0120-161-913お問い

合わせ コープ共済センター

【ＣＯ･ＯＰ共済ニュース】

続けていただくことができます！
手続きが必要となりますので、
引越し先がお決まりでしたら下
記フリーダイヤルまでお気軽に
ご相談ください。

※　�一部対象外商品があります。

組合員カードのご提示で
　　　　お買い物総額から5％割引いたします。5％割引いたします。
5％�オフセール!5％�オフセール!

毎月第１日曜日は、3月5日（日）

お誕生日の登録はお済みですか？

コープのお店で
ご利用いただける

5％オフ
クーポン券を
お渡しいたします。

ほほえみデーには

６０歳以上の
組合員さんに

どき
ドキ レシートクーポン券

お誕生日には
お誕生日を
迎えた

組合員さんに

レジで発券しております。

組合員さんのお店での
ご利用金額を加算し
10,000円（税抜）を超えるごとに
１枚、5％オフクーポン券を

組合員カードでおトクにお買い物！

店休日のお知らせ
　３月７日（火）は
職員研修会のため、

全店お休み
させていただきます。

葬儀学習会のご案内
葬儀は突然の出来事です。だからこそ、前もって葬儀について知っておけ
ば、いざという時にとても役に立ちます。これから先のことを考えて、この
機会に少しずつ葬儀について考えてみませんか。

☎058-370-6038葬　　祭
サービス

受付/9：00～17：00
（日曜休み）

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ　葬祭サービス担当対　　応
開催日前日までにお電話にてお申し込みください参加申し込み

内　　容 ◦葬祭サービスの概要　◦前もって考えておきたいこと
◦通夜・葬儀の流れ　　◦質疑応答　

日　　程
日　　　時 会　　　　　場

3月　6　日（月）
10：00
～

12：00

岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）
3月　8　日（水） 各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
3月14日（火） ながら虹の家（岐阜市福光南町12-9）
3月16日（木） 中 濃 支 所（関市西本郷通り6-4-6）

　　　みそ
　煮込うどん
（国産小麦使用）
２食（めん240ｇ）
　＋煮込みそ50ｇ×２

蔵
225円
税込　243円

お誕生日を登録いただくと


