
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
（木曜休み）

コープハウジング東海 　検索

開催日：５月20日（土）雨天決行

コープぎふ 
くらしの活動部 058-370-6873 受付／

9：00〜17：00
 （土・日曜休み）☎お問い合わせ

お申し込み

①10：10～  こっそり話す　 
リフォーム業界の裏事情

②10：40～ 家の寿命をあと20年延ばすコツ

③11：30～ 屋根・外壁　塗り替えのコツ　

　12：00～  質問タイムまたは 
  ショウルームツアー

④13：30～  事例から学ぶリフォームの知恵

⑤14：00～  らくらく使える 
キッチンリフォーム

　14：30～  質問またはショウルームツアー

参加者の声

　「恵那ひかり（コシヒカリ）」でおなじみの JAひがしみのさん、そし
て生産者の山岡中央農用地利用組合さんのご協力で稲作体験に取り組み
ます。田植えでは、苗の手植え体験、田植え機の実演、生産者の皆さん
との交流や恵那ひかりの昼食を予定しています。ご家族、お友達同士で
田植え体験しませんか？
　稲刈り後は、自分で植えて育ったお米をご購入いただける予定です。

開催時間： ９：40集合（13：30頃終了予定）
集合場所： JA ひがしみの 恵南ライスセンター（恵那市山岡町田沢）
開催場所： 山岡中央農用地利用組合圃場
募集人数： 60人（大人、子ども含む）
参 加 費： 大人300円、子ども100円 ※昼食付
応募締切： ５月６日（土）※応募多数の場合は抽選となります（５月13日まで

に結果をご連絡します）。参加者確定後、詳しいご案内をお届けします。
今後の予定： ７月29日：田んぼの観察会・参加者交流会、 

９月 稲刈り体験

参加費
１講座100円（１人）

ふらっとおしゃべり
日　時　５月13日（土）　9：30～11：30　　　
会　場　 ほっとサロン（各務原市那加東新町2-146）

おたすまカフェ

日　時　５月17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）

Ｇサロン　

日　時　５月30日（火）　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）

コモのパンが日持ちするのはなぜ？
災害時に備えて上手な
ローリングストック方法の知恵は？

くらしたすけあいの会事務局

☎058-370-6876お問い合わせ
お申し込み

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。コモのパンについて知ろう！

おたがいに、スマイルでがモットーです。

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

笑いヨガの
プチ体験も
ありますヨ

おしゃべり会学習会 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　５月16日（火）　10：00～12：30
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）
定　　員　先着20名
締　　切　5月9日（火） 

3月に行った「防災学習」で話題となり企画しました

参加者募集のご案内

※お預かりした個人情報は本交流会の連絡のために使用いたします。

ぎふ　 住まいるフェアDE 要予約

5月13日（土）10:00〜16:30 

リフォームの不安解消！

一級建築士と専門家にじっくり

相談していただけます。

会　場: パナソニック岐阜ショウルーム
（岐阜市六条南2-20-10）

リフォーム教室

無料

無料

ただ家の中で悩んでい

るだけではなく、こう

した機会に勉強させて

頂き、方向性がつかめ

るようになったと思い

ます。

ショウルームで最新の

設備を実際に見学し、知

見を広げ、良いリフォー

ムにつなげたい。

「恵那ひかりお米作り体験交流会」 

現役工事店社長が語る、
コープの人気講座！

一級建築士が話す、
永く住むための
チェックポイント

わかりやすい！
外まわりのメンテナンス 
（屋根・外壁の専門工事店）

一級建築士が設計した
素敵なリフォーム事例
をご紹介

使いやすい動線、収納、
最新キッチンの動向など（一級建築士）

2017年5月2週 19号

4月24日（月）〜4月29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
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おいしい通信

生協のライフプランアドバイザーによる

90

展示現品価格　にてご用意いたします。

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 共　済 ライフプランアドバイザー（ＬＰＡ）と学ぶ

年に
一度の

商品案内
5月 2週 P5商品案内

５月 2週 P2 　　　　　　これ皮がすごく美味しく
て、おすすめなのよ。
お弁当のおかずにす
るとすごく喜んでも
らえるの。冷凍品だ
から長期間保存がで
きるのもいいわね。

　　　　　　これすごくおいしくて好
きだから、カルパッチョソースだけど、
ドレッシングみたいにいろんな物にか
けてるの。豆腐でも、ゆでた野菜にか
けてもおいしいわ。

恵
那
中
津
支
所

の
組
合
員
さ
ん

組合員　さん 組合員　さん

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

150ｇ 250ｇ（10個）凍

022

対象展示商品を限定で

この機会にぜひお出かけください

5/26（金）～5/28（日）
本社ショールーム・小牧ショールーム
にてお待ちしております

※ 詳しくは今週配布の「カリモク家具」チラシをご覧ください
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

カリモク家具リフ
レッシュクリアランスセール開催！

※画像はイメージです

3日間限り！

※　�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月7日
（日）

どき

ドキ
レシートクーポン券

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

毎月第１日曜日は、
5％�オフセール!

～　ＧＷのおでかけに　～

名古屋港水族館・日本モンキーパーク
のチケットを取り扱いしています。
コープぎふ全店で、お取り扱いしています。
詳細は、サービスカウンターまで。 

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、前もって葬儀の概要を理解しておけ
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・葬儀の流れについて
◦葬儀後にやらなければいけないことについて　◦質疑応答　

日　　程
日　　　時 会　　　　　場

5月　9　日（火） 10：00
～

12：00

恵 那 店（恵那市長島町中野２丁目5-1）
5月12日（金） 多治見店（多治見市京町4-109）
5月18日（木） 可 児 店（可児市下恵土2817-1）

※　次回の学習会は8月に開催を予定しています

コープぎふ共済部
ＬＰＡの会事務局☎　058-370-6713 受付/9：00～17：00

（土・日休み）
お問い合わせ
お申し込み

終活＆もしもの時に役立つ
エンディングノートの
　書き方

参加者の方に
エンディングノート
プレゼント！

生命・医療・がんなど、保障に関す
るご相談に、専門の相談員がおこた
えします。

相談会の3日前まで
にご都合の良い会場
をお電話にてお申し
込みください。

申し込み

12：30〜17：00開催時間

お1人　1時間程度相談時間

コープサービス東海
職員

相 談 員

※　�相談会の日程では都合が悪い場合、別の日に相談をお受けすることもできます。下記までお問い合わせください。
株式会社東海コープ安全運転センター
コープサービス東海ぎふ
受付/9：00～17：00（土・日・祝休み） 　0120-854-955お問い合わせ

お申し込み

参
加
者
の
声

民間の保険会社での相談では、「自社商品の売り込み」になって
しまいますが、相談者の立場に立って話をして下さるところが本
当にありがたいです。

日　　程 会　　　場

5月18日（木）　多 治 見 店
（多治見市京町4-109）

5月19日（金）　西 濃 支 所
（大垣市古宮町丸池129-1）

5月20日（土）　芥 見 店
（岐阜市芥見南山3-2-17）

5月23日（火）　益 田 支 所
（下呂市萩原町西上田1737）

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）

保障の個人相談会 相談無料

198円
税込　213円

カルパッチョソース
イタリアンテ

※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3週　扱い予定）（次回5月4週　扱い予定）

自分らしい人生を「エン
ディングノート」を使って
考えてみませんか？
エンディングノートの書き
方と、書くために必要な制
度（遺言・相続など）のポ
イントをお話します。

＝　参加者の声　＝
前向きに生きるためにきちんと
整理をして準備することは大切
だと思いました。
むずかしく考えていましたが、思
い切って参加してよかったです。

日にち 会　場

5月18日（木） 岐阜西支所
（岐阜市西河渡1-55）

5月19日（金） 西濃支所
（大垣市古宮町丸池129-1）

5月26日（金）

各務原支所
（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

多治見店
（多治見市京町4-109）

5月27日（土） 大洞虹の家
（岐阜市大洞緑山1丁目1-5）

◦開催時間：10:00～12:00
◦持ち物：筆記用具
※�各日程の前日までにお申し込みください。

要予約

051

398円
税込　429円

豚肩ロース
　包み焼き

クリアランス対象外商品もございます。ご了承ください。

展示商品入替えのため、

学習会のご案内

多
治
見
支
所
の

組
合
員
さ
ん


