
ケガの備えに 新コープの

ケガ保険 日常の思わぬケガを
幅広く保障します。

団体総合
生活保険
団体総合
生活保険

引受保険会社／幹事保険会社　東京海上日動火災保険株式会社　

最高1億円最高1億円最高1億円最高1億円

 年齢制限なし！
健康告知なし！「新コープのケガ保険」は「新コープのケガ保険」は

傷害一時金プラン
月払保険料

830円
入通院日額プラン

月払保険料

1,400円
コース

月払保険料

900円
コース

16-T18850（2016年10月作成）

●ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
　ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

●自転車で他人にケガを

　させた
●調理中に指を切った

65歳未満の方が
ご加入いただける
65歳未満の方が
ご加入いただける

すべての年齢の方が
ご加入いただける
すべての年齢の方が
ご加入いただける

ケガによる入院・通院、賠償責任をサポートします。ケガによる入院・通院、賠償責任をサポートします。

たとえば

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）

時間割など詳しくは住まいるコープ 12号または コープハウジング東海 　検索

基礎からわかる新築講座
「ローン減税・補助金の話」「家づくり初め
の一歩」「コストダウンの方法」「熊本地
震から学ぶ地震に対応できた家・できな
かった家」などこれから新築される方に
分かりやすい講座

新築講座 リフォーム講座

講座の話が、とてもわかりやすかった。現状を知るとい

う話が、心に残った。少々遠方でしたが、来て良かった。

建築士さんの事例等、とても夢を持つ事ができました。一級建

築士と直接話ができる機会があり、とても参考になりました。

パナソニック名古屋フェア
3月18日（土）・19日（日）
10:00～16:00 

要予約
1月開催のパナソニック名古屋フェアには60
組89名が参加されました。
これから計画される方はもちろん、他で相談
されている方も一緒に住まいのことを学びま
しょう。

パナソニック名古屋ショウルーム名古屋
（名古屋市中村区名駅南2-7-55)

午前のみ500円（1人・軽食付）
午後のみ100円（1人）

18日(土)・19日(日)
時間割共通です。

参加者アンケートから

10:00～13:30
リフォーム成功の秘訣講座+
リフォームのためのショウルームツアー
●18日はリフォーム業界の裏事情・家の寿
命をあと20年延ばすコツなど

●19日は屋根・外壁の塗替えのポイント・築
20年からのリフォーム術など

10:00～13:30

13:40～15:25 13:40～15:25

日　時

会　場

参加費

1級建築士と作ったオリジナルハウスの
話など、建築士に知りたい事を気軽に聞
ける特別企画

13:40～15:25
●18日は屋根・外壁の塗替えのポイントと
相談会

●19日はキッチン・お風呂・トイレの相談会

第２回総代会議   みんなでおしゃべりしませんか！
「わたしたちの声で生協をつくる」を実感できる総代会にしましょう

お問い合わせ
お申し込み

それぞれの開催地区までご連絡下さい
受付/9：00～17：30（日曜休み）

※ 開催時間は10：00～12：30（予定）となります。
（午後企画のある会場もございます）
※ 開催日程・会場は変更となる場合がございます
のでご了承下さい。

申し込み締切
3月25日（土）

オブザーバー参加
を募集しています

開催地区 開催日 会場 お問い合わせ先

飛　騨
4月21日（金）

石浦うらら館（予定） 0120-398-665
4月 22日（土）

益　田 4月19日（水） 釜ヶ野集会所 0120-398-675

恵那中津
4月13日（木） 恵那店

0120-256-8304月 19日（水） 中津川文化会館
4月22日（土） 恵那店

多治見

4月18日（火） 多治見店

0120-278-752
4月 19日（水） 瑞浪市総合文化センター
4月22日（土） 多治見支所
4月26日（水）

可児店
4月27日（木）

中　濃
4月14日（金） 大和生涯学習センター

0120-295-1304月 22日（土）
中濃支所

4月24日（月）

各務原
4月17日（月）

本部（各務原支所２階） 0120-245-583
4月 21日（金）

開催地区 開催日 会場 お問い合わせ先

岐阜南
4月17日（月）

岐阜南支所 0120-453-277
4月 18日（火）

岐阜西

4月13日（木） ながら虹の家

0120-388-731
4月 15日（土） 岐阜西支所
4月17日（月） 神戸町中央公民館（予定）
4月25日（火） ながら虹の家

西　濃
4月19日（水）

西濃支所
0120-479-0114月 21日（金）

4月24日（月） 大垣市青年の家

わたしたちの声で生協をつくる」を実感できる総代会にしましょうわたしたちの声で生協をつくる」を実感できる総代会にしましょう
第 19回通常総代会に向けて「議案の提案」や「質疑」を行う事前検討会を開催します。
「わたしの声で生協をつくる、私もみんなも元気になる」そんな会に
参加しませんか！コープぎふの組合員であればどなたでも参加できます。
詳しくは、それぞれの開催地区までお問い合わせ下さい。 会場のようす

お問い合わせ
お申し込み 70120- 854-955

◆取り扱い代理店／コープサービス東海 受付/
9:00～17:00
（土・日・祝日定休）

2017年3月4週 12号

3月6日（月）～3月11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4週
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※　申し込みの際にいただく個人情報はそれぞれの企画の範囲のみで使用させていただきます

今回はサバをたくさん購入
されたんですねー。
お気に入りなんですか？

えぇ、実家に送って
あげるのよ。

一度送ったら、美味しいから
また送ってって頼まれたの。
脂がのってて美味しいし、
お年寄りにちょうどいい
サイズなのよ。

美味しいから
また送ってね！

親孝行
なんですね

小さ目で
食べやすい
大きさですね

可児

co・op

可児

co・op

可児

co・op

へぇ～

おいしい通信

コープ宅配利用料  減額サポート

葬祭サービス

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

生活サービス事業
～　花とみどりのおとりよせ　～

詳しくは今週配布のチラシをご覧いただくか、
下記生活サービス事業部へお問い合わせください。

職員より
コメント お弁当に入れるにも丁度良いサイズですね♪

83
多治見支所の

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4月3週　扱い予定）

商品案内3月4週・Ｐ2 038

小さな骨取り
塩さば切身

※�条件をご確認いただきくらしにお変わりがあった場合は大変お手数をおか
けいたしますが、該当事業所までお問い合わせください

くらしにおかわりありませんか

　下記の条件に該当する方がご登録いただけます。
◦子育て応援
　（母子手帳発行時から満4歳まで）

◦満65歳以上の方のみのご世帯
◦障がい者手帳や特定疾患を
　お持ちの方や同居されているご世帯
◦「要介護認定」を受けておられる方や
　同居されているご世帯（要支援を除く）

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22日（水） 10：00
～

12：00

岐阜西支所（岐阜市西河渡1丁目55）
3月29日（水） 西 濃 支 所（大垣市古宮町字丸池129-1）
3月31日（金） 大洞虹の家（岐阜市大洞緑山1-1-5）

※《赤ちゃんサポート（母子手帳発行時から満1歳まで）》の割引もございます。

商品のお届け基準について

上記のお届け基準は、商品案内紙面にも毎週掲載しておりますので、ご確認下さい。

賞味の
期　間

6 ～ 30日の
商　品 31 ～ 90日の商品 91日以上の

商　品
シーズンパック

の　商品

分　類 全　品 水産品　畜産品 ドライ食品 全　品 全　品

お届け
の基準

賞味の期間が
1/2以上残って
いる商品をお届
けします。

賞味の期間が
1/3以上残って
いる商品をお届
けします。

賞味の期間が
1/2以上残って
いる商品をお届
けします。

賞味の期間が
1/3以上残って
いる商品をお届
けします。

賞味の期間が
2ヶ月以上残っ
ている商品をお
届けします。

※ シーズンパックの商品･･･原材料の旬の時期に製造した商品を、順次お届けしている商品です。

商品案内掲載の商品は、以下の基準でお届けさせていただいてお
ります。商品案内に記載しております賞味の期間は、組合員さんの
お手元に届いてからの期間を示しているものではありませんので、
ご理解いただきますよう、宜しくお願い致します。

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

　　　　寄せ植え、手のひらサイズの盆栽、
　　　　プリザーブドフラワーキット
　　　　などが楽しめる
　　　素敵なお花を毎月お届けします。

「つくって、　
　育てて楽しむお花で、
　　ライフスタイルを豊かに！」

お花の頒布会

プリザーブアレンジコース

＊一部対象外商品があります。

268円
税込　289円

200ｇ（４切×2）凍
（うす塩味）

3月18日（土）
　～19日（日）

コープぎふ
創業祭

化粧品全品2割引

恵那店周年祭
3月25日（土）
　～26日（日）
　たくさんの
メーカーさんと一緒に
「おいしい」「たのしい」の2日間

毎月１５日は　ほほえみデー！3月15日（水）

60 組合員限定の割引デー歳以上の
「ほほえみシール」の添付された組合員カードの提示で
お買い物
　総額より いたします。5％割引
手続きは簡単！　　　　　　　　年齢を確認できるものと組合員カードをお店の
サービスカウンターにお持ちください。


