
お問い合わせ
お申し込み 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）

☎058-370-6647 10：00〜17：00（土・日曜休み）
コープぎふ
くらしの活動部☎058-370-6873お問い合わせ

受付/
９:00〜17:00
 （土・日曜休み）

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）

地域での“たすけあい”が求められてきています。でもどうしたらいいのか。
どのようにすすめたらいいのか。やっていくために大切なこと、続けていく上での気持ちな
どを実際にやっている方からお話を聞きし、みんなで考えます。
「気にはなっていても自分がやるまでは…」、「やってみたいけど私にできるかしら」と思っ
ている方、ぜひご参加ください。どなたでも大歓迎です。

もっと絵本の読み方を学びたい！の声が多かったのでパート２を開催します。
絵本を読みながら、日本語の発音や間の取り方を教えていただけます。新しい絵本との出会
いも楽しみです。パート１に参加されていなくも大丈夫です。

●高齢や病後などで食事の準備がたいへんな方に
●おひとり暮らしで栄養バランスが偏りがちの方に
●離れて暮らすご両親に

コープの夕食宅配
※�一部お届けできないエリアがございます。

〈仕事内容〉　夕食弁当をお届けし、地域の高齢者などの生活をサポートするお仕事です。
〈曜日・時間〉（午後からの時間にお仕事ができます）
　月曜日～金曜日の 5 日間（土・日・祝日・年末年始はお休みです）
　１３時頃～１８時迄のご都合の付く数時間で夕食をご家庭にお届けします。

〈募集エリア〉岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、本巣市、北方町。　
〈募集人数〉（若干名）　 
〈募集条件〉　�要普通免許（自家用車使用の場合）・要携帯電話・年齢不問 

中高年の方や主婦の方も歓迎します。
〈委託料〉　お届け食数に応じて料率を定めた委託料をお支払いします。
〈お申し込み・お問い合わせは下記まで〉
　生活協同組合コープぎふ��コープの夕食宅配��

コープの夕食宅配は
★�コープぎふの組合員なら、どなたでもご利用いただけます。
★基本月曜日～金曜日の５日単位でお届けしています。

栄養士が５日間の栄養バランスを考えています。
※土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始はお休みです。

★お届けエリア
岐阜市、大垣市、各務原市、瑞穂市、本巣市、関市、美濃市、多治見市、可児市、岐南町、
笠松町、北方町、富加町、安八町

★�「お弁当（ごはん付）」「おかず（ごはん無し）」の２コース
「お弁当コース」　１週間 (５日分 )2,805 円（税込）
「おかずコース」　１週間 (５日分 )3,075 円（税込）
★お問い合わせいただければ、生協の職員がご説明と手続きにお伺いたします。

月曜から金曜まで
毎日お届けします。

こんな方にご利用いただいています

夕食宅配サポーターさん募集中！
ご利用者拡大に伴い、夕食宅配のお弁当を配達していただくサポーターさんを募集します。

始めてみませんか？ 地域での“たすけあい”

朗読教室「アッコちゃんの部屋」パート2

開催日時
場　　所 5月19日（金）　19:00〜21:00　各務原市那加地区にて

6月 2日（金）　19:00〜21:00　各務原市那加地区にて

16日（金）　19:00〜21:00　各務原市那加地区にて

7月 1日（土）　10:00〜12:00　大洞虹の家（岐阜市大洞緑山1-1-5）

21日（金）　19:00〜21:00　各務原市那加地区にて

8月 5日（土）　10:00〜12:00　大洞虹の家（岐阜市大洞緑山1-1-5）

岐阜空襲の跡を訪ねて〜戦跡めぐりウォーキング〜
　ヒロシマ・ナガサキに原爆が投下される数ヶ月前、私たち岐阜県の街も空襲で焼かれました。7月 9日岐阜空襲では、
一夜にして岐阜市民の半数を超えるおよそ 10万人もの人たちが戦火に追われました。身近に残る戦跡は今も「平和」に
ついて語りかけています。健康づくりも兼ねて岐阜駅周辺を歩いてみませんか ?

集　合 :�名鉄岐阜駅ポポロ広場�
（ロフト 1階　ドトールコーヒー前）

参加費 : 無料
定　員 : 30 名
内　容 : 岐阜駅周辺の神社等の岐阜空襲戦跡（約3km

のコース）をめぐり、岐阜市平和資料室を
見学します。

住吉神社　⇒　溝旗公園（白山神社・稲荷神社）⇒　白山小学校
⇒ JR 岐阜駅ハートフルスクエア G（岐阜市平和資料室見学）

持ち物 : 帽子、水筒、タオル、筆記用具
服　装 : 歩きやすい服装、靴でご参加ください。
主催 : 生活協同組合コープぎふ平和懇談会

日　時 :5月19日（金）9:30〜12:30

大垣市青年の家 第1会議室　（大垣市見取町1丁目13−1）
おたがいさまひだ、おたがいさま東部、（その他交渉中）
参加自由、参加費無料
主催　西濃地域のたすけあい活動を考える会

浅
あ さ い

井彰
あ き こ

子さん（フリーアナウンサー）
1回 1,000円　開催場所は申込み時にお問い合わせください。
5月12日（金）

講　　師

日　　時

費　　用

会　　場

締め切り

話題提供

学習交流会

5月31日（水）10:00～12:00

講 座

受付／10：00〜17：00（土・日曜休み）
0120-372-560コープの

夕食宅配
お問い合わせは

お気軽に

溝旗公園の側にある稲荷神社の
きつねの石像。空襲で、片方の
耳が落ちています。

白山小学校の「わたの木」　
空襲を受けて 2本の木のように
見えますが、根元でつながって
います。

5月１日（月）〜５月６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

2017年5月3週 20号
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おいしい通信 91

ＣＯ・ＯＰ共済ニュース葬祭サービス
こどもの日　特集

5月5日は
端午の節句

お子様に必要な保障を
　　 考えてみませんか？

＜　ご注文からお届けまで　＞

注文提出企画週の
商品案内から選ぶ

通常注文と一緒に
専用の注文用紙を提出 生協が商品を発送 商品の

お届け

詳しくは、配達担当者またはご利用の支所までお問い合わせください。

発送日（金または土）の翌週請求日となり、他の商
品代金と同様に、口座引き落としとさせていただ
きます。

◉�お支払いについて

◦�代金は、商品代金（税込）＋宅配料（税込）となります。※箱代サービス
◦�宅配料金は、お届け先地域によって異なります。※地図の料金はドライ商品の送料です。
◦�それぞれ同じ種類（「ドライ」または「冷凍」）で箱が複数になった場合でも、
　１箱分の送料でお届けします。
◦�「冷凍商品」の送料は、「ドライ商品」の送料　＋324円（税込）となります。
    ※�紙類（コアノンなど）や飲料（缶やペットボトルなど）の箱入りの商品は
    　１ケースにつき１箱分の送料が必要となります。

◦��商品はヤマト運輸にて発送させていただきます。
◦��お届け時間帯をご指定いただけます。

◉�代金・宅配料金について

一人暮らしのお子さんや単身赴任のご主人などのお買い物をお手伝いします。 生協が箱詰めし、
発送するので、 組合員さんはいつものご注文と一緒に専用の注文用紙をご提出いただくだけです。

離れてくらす大切な
ひとへお届けします のご案内

北海道北海道
1,080円1,080円

青森青森
秋田秋田 岩手岩手
864円

山形山形 宮城宮城
福島福島
648円648円

648円648円648円648円

648円648円

茨城
千葉

栃木
茨城
千葉

栃木
群馬群馬
埼玉埼玉
東京東京

山梨山梨山梨神奈川神奈川

新潟新潟

長野長野石川石川
福井福井

富山富山

静岡静岡岐阜岐阜
愛知愛知

三重三重

507円507円和歌山和歌山

大阪大阪
奈良奈良

京都京都
滋賀滋賀兵庫兵庫

鳥取鳥取島根島根
岡山岡山広島広島山口山口

福岡福岡
大分大分
宮崎宮崎

佐賀佐賀
長崎長崎
熊本熊本
鹿児島鹿児島

864円864円
864円864円

沖縄沖縄

2,268円2,268円

徳島徳島
香川香川愛媛愛媛

高知高知

756円756円

どうしても不規則
になりがちな食事
をきちんとバラン
ス良く摂って欲し
くてはじめました。

冷凍食品の利用が
できるスマイル便
はとても助かって
います。
その上、送料が安
いのもうれしいで
すね。

みなさんの掛金が病気やケガで
困った方のお役に立っています。

コープぎふＣＯ・ＯＰ共済
107,228人の加入者の輪

（2017年3月20日現在）
共済事業データより

受付 / 9：00～
18：00（日曜休み）0120-161-913生活協同組合コープぎふ

ＣＯ・ＯＰ共済センターお問い
合わせ

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。
ＣＯ・ＯＰ共済の詳しい保障内容は商品パンフレットをご覧ください。

今回は下の子が1歳半にして2回目の入院をしました。
毎回手続きの際の電話対応はとても温かく、迅速にお支払いを
していただけて感謝しています。これまでに上の子も私もお世話
になっています。いつもありがとうございます。
これからも宜しくお願いします。 岐阜市　Ｍ様より

＝　加入者の方からの声を紹介します　＝

※お支払い内容や共済金請求書類につきましては、ご契約内容・ご請求内容によって異なります。

葬祭サービス
窓　　口

受付/9：00～17：00
（日曜休み）0120-176-038お問い合わせ

突然の出来事が起きた時、
葬儀の施行、葬儀後にやるべき
ことを生協の提携社とともにお手伝いいたします

葬祭サービス
取扱い内容のご案内

①　葬　　　儀　�事前相談、葬儀費用の見積もりから通夜・葬儀の施行
まで県内各地の提携社が対応いたします。

②　引　出　物　�法要の際にお礼の印としてお持ち帰りいただく引出物の
ご相談、ご注文を承ります。

③　相 続 相 談　�相続に関するご相談に専門家がお電話にてお答えいたし
ます。

④　お　　　墓　�お墓や墓地についてのご相談や新しいお墓の工事および
先祖代々のお墓のリフォームや移転などを承ります。

⑤　遺 品 整 理　�故人が使用されていた品物の整理をし、処分から買い取
りおよび室内の特殊清掃まで対応いたします。

⑥　仏壇・仏具　�仏壇・仏具の販売からご自宅への納品・据え付まで対応
いたします。

※�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）

商品案内５月３週・Ｐ10 109

（バニラクリーム味）
今川焼

ケーキみたいな

そのまま食べてもおいしいですが、フルーツやチョコペンなどで
デコレーションすると楽しそうですね。♪

職員より
コメント

多治見支所
より

トク
だね 358円

税込　386円

凍 315ｇ（5個）

⇒配達担当者よりお渡しします。
　　　　　お声がけください。

◉�専用の注文用紙で
　　　　　ご注文ください。

◉注文可能な商品
◦�商品案内（食品＆雑貨・キャロット）
及びいつでも注文カタログに掲載の
商品。

    ※ 食品の内、「ドライ商品」：常温保存可
能商品、「冷凍商品」：商品名の下に

　　　がついている商品のみ。
    ※アイスクリームを除く。

◦�箱入りの芋、玉ねぎなどの土物野菜、
かんきつ類、りんごは注文できます。

凍

※料金は2017年4月17日現在のものです。

組合員　さん　の声

※ コープぎふのホームページからも
印刷できます。


