
日 時 : 5月6日（土）13:30～15:00
会 場 : みんなの森 ぎふメディアコスモス（岐阜市司町40-5）

かんがえるスタジオ

講 師 : 安
や す だ
田 直

ただ し
史氏（近畿大学社会連携推進センター教授）

定 員 : 先着100名（電話でお申し込みください）

主 催 : 岐阜県ユニセフ協会

共 催 : 岐阜市

参加者
募集中!

日　時

場　所

参加費

定　員

締　切

5月27日（土）8:50集合～ 15:00頃解散予定
アライダシ自然観察林（恵那市上矢作町地内）
1,500円/人（中学生まで）、2,000円/人（大人）
※参加費には、ガイド料・入山料等が含まれています。

20名 （申し込み多数の場合は抽選となります。乳児の参加は
ご遠慮下さい）

※ 参加者確定後、詳しい案内をお届けします。昼食・飲物は各自持参ください。

5月13日（土）

http://www.coop-gifu.jp/
コープぎふ 〔HOME〕→〔知る・楽しむ〕→〔イベント・料理交流会・学習会〕
※ 募集要項等はコープぎふのホームページからもご覧いただけます

お問い合わせ
お申し込み

受付/
9:00～18:00
（日曜休み）

コープぎふ
恵那中津支所 
担当 :大山 70120-256-830

主  催 : 生活協同組合コープぎふ
協  力 :NPO法人福寿の里自然倶楽部

ユニセフ講演会のご案内

「誰一人とり残さずに世界の子どもを死から守る」
どなたでも参加できます !

　1982年にユニセフが「子供の生存
革命」を打ち上げてから子どもの健康
を守ることに世界のリーダーたちが
関心を持つようになりました。特に予
防接種に代表されるように、大きな成
果を挙げてきました。
　この精神はミレニアム開発目標にも受け継がれ、世界の子供の年
間死亡数は1990年の1270万人から2015年には590万人まで減
り続けてきました。しかし、同じ時期に世界の格差は広がり、子ども
の健康にも著明な格差が見られます。
　これまでの子供の健康との闘いを振り返り、昨年から始まった持
続可能な開発目標（国連サミットで9月に採択された SDGs）の精神
である「誰一人とり残さない」ということがどういう意味を持って
いるのかを、一緒に考えてみたいと思います。2016年6月まで国連ユニセフ職員。ユニセフ・ベトナム事務所

HIV/ エイズ専門家、タンザニア事務所保健マネージャーなど
を歴任。
東日本大震災の際は、岩手フィールドマネジャーを務める。 ユニセフ・パネル展&支援物資の展示

同日開催

ところ: みんなの森 ぎふメディアコスモス／
みんなのギャラリー

と　き: 5月1日（月）～5月8日（月）9:00～21:00
（1日は午後から、8日は午前のみ）

安田直史氏

左から３番目が安田講師

岐阜県
ユニセフ協会☎058-379-1781岐阜県
ユニセフ協会

お問い合わせ
お申し込み

受付/
10:00～15:00
 （土・日・祝休み）

講師プロフィール

2727

「アライダシ原生林
　エコトレッキング・春」

入場無料

　エコトレッキング・春」

※ 参加者確定後、詳しい案内をお届けします。昼食・飲物は各自持参ください※ 参加者確定後、詳しい案内をお届けします。昼食・飲物は各自持参ください。

定 員 : 先着100名（電話でお申し込みください）定 員 : 先着100名（電話でお申し込みください）

2017年5月1週 18号

4月17日（月）～4月22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



No.222   各務原市鵜沼各務原町 1-4-1　発行：生活協同組合コープぎふ 理事会 コープベル　　0120-706-887 コープぎふ

※　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

舟橋

お気に入り
なんですね！

小さい袋だと
すぐなくなっ
ちゃうたくさん

入ってますね

このシャウエッセンの
大袋入りとっても
ありがたいわ♪

スーパーでも、なかなか安く
手に入らないのよ。
生協さんは大袋だから思う存分
使えるのがいいわね～！

息子は、おでんに入れてって
うるさいのよ。
ボイルしてマスタードつけて
食べるのも美味しいわね。

舟橋

美味しそう！

舟橋

co・opco・opシャウ
エッセン

シャウ
エッセン

co・opシャウ
エッセン

おいしい通信 89

■　組合員さんの
声

子どもを連れての

買い物は大変。

だからとても助かっ

たわ。

配達料無料で家まで届
けてくれる便利さと、商
品のおいしさは家事・
育児の強い味方よ

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。

サポート対象の方　◦ 母子手帳交付から、お子様が満1歳のお誕生日になるまでの方。
　　　　　　　　　◦ コープぎふの組合員で共同購入（グループ、個人宅配、ペア宅配、

ステーション）をご利用の方。

対象（サポート）期間　登録後の利用開始日より、1年間。

お手続き　◦ ご登録用紙のご記入と、母子手帳の確認をさせていただきます。
　　　　　◦ 組合員の方で、共同購入以外をご利用の方は、口座登録が別途必要です。

サポート
期間は
　1年間

ほかにも
　こんな
サポートが
ありますよ

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回6月2週　扱い予定）

商品案内５月１週・Ｐ９ 095

うれしい・楽しいがいっぱいの大袋！　
パリッと感につられてついつい食べ過ぎてしまいます。♪

職員より
コメント

1,220円
税込　1,317円

シャウエッセン

ご利用明細書について◦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

日　　程 会　　　　　　場
5月11日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野2-5-1）
5月17日（水） 長 良 店　（岐阜市福光南町7-17）
5月18日（木） 多治見店　（多治見市京町4-109）
5月20日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山3-2-17）
5月24日（水） 可 児 店　（可児市下恵土2817-1）
5月25日（木） 尾 崎 店　（各務原市尾崎西町5-30）

13：00～ 17：00時　間

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

中濃支所
より

８８０ｇ蔵

保障相談デー

❶　コープ宅配の利用料が　1年間無料
❷　予約登録対象商品40品が　1年間5％ＯＦＦ
　　　　　　　　　　　　　　　　　（お米を除く）

❸　いつでも注文カタログ「離乳食ページ」
　　（すくすくくん・離乳食冷凍商品は除く）が
　　　　　　　1年間5％ＯＦＦ

❹　コープぎふ人気商品3品
　　（鮭カツレツ・生ハンバーグ・骨取りさばのみぞれ煮）が
　　　　　　　1年間5％ＯＦＦ
❺　「子どもに多いケガ予防と手当て」
　　ガイドブックを登録時にお届け

共　同
購入の「赤ちゃんサポート」　ってこんなに便利！

共同購入をご利用の組合員さんへ

子育てサポート
［　対象となる方　］

母子手帳交付から、お子様が4歳誕生日後の最初
の4月1日までの方がご登録できます。ご利用期間
はご登録のお子様が満4歳誕生日後の最初の4月
1日まで。

ほほえみサポート
［　対象となる方　］

●　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」（要支援を除く）を受けておられる方や
　　同居されているご世帯

コープ宅配利用料
減額サポート


