
種類 受付期間 注文
番号

一口
金額 どんなことに使われるの ? 募金の流れ

くらし・
地域復興
応援募金

通年 3991
3992

100
1,000

★東日本大震災被災地生協・生協
連に送り、震災復興支援に使われ
ます。また、コミュニティーづく
りの支援としてふれあい喫茶へ
岐阜のお菓子を送っています。

コープぎふ
↓

被災地の生協・生協連
↓

被災地

被
災
地
　
　

平和
カンパ

上期中心に
呼びかけ
4〜9月

3954
3983
3955
3984

50
100
500

1,000

★コープぎふの平和の取組みに
使われます。（少年少女ヒロシマ
の旅・ヒロシマ・ナガサキ行動、戦
争体験聞き書き集の発行　等）

コープぎふ
　↓

コープぎふの平和活動

福祉募金
下期中心に
よびかけ
10〜3月

3987
3988

100
1,000

★福祉活動助成基金に充てられま
す。（コープぎふの組合員が参加す
る岐阜県内での非営利的な福祉活
動を資金面で応援する基金です）

コープぎふ
↓

コープぎふ福祉活動
助成基金

ユニセフ
募金

一般募金
（通年）

3985
3986

100
1,000

★保健、栄養、水と衛生、教育、子
どもの保護など、150以上の国
と地域で行われているユニセフ
の活動全体を支える募金です。

コープぎふ
↓

日本ユニセフ協会
↓

ユニセフ本部
（ニューヨーク）

↓　
ユニセフ現地事務所

↓
世界の子どもたち

緊急募金
（発生時）

★地震や津波、洪水、台風などの
自然災害や、紛争で被災した子ど
もたちの緊急・復興支援活動を支
えます。発生時に案内していま
す。

10561-64-3278東海コープ事業連合 
商品検査センター

お問い合わせ
お申し込み

受付／
9：00〜17：00
（日曜休み）

　普段利用されている生協商品は、東海コープ事業連合 商品検査センターにて農薬、微生物、添加物、動物用医薬品、金属、アレルゲン、異臭検査等を行っています。その検
査センターで毎年ご好評をいただいている、親子実験教室の参加者を募集します。親子で楽しんで行う実験教室を通して、「食」や「科学」について考えてみましょう !

　 日にち 時間 コース 募集
①

7月27日（木）
10:00～11:30 A) 色変わり ! ホットケーキ

各コース
6家族

② 13:30～15:00 B) のぞいてみよう、ミクロの世界

③
7月28日（金）

10:00～11:30 C) とりだせ !!! デンプン！

④ 13:30～15:00 A) 色変わり ! ホットケーキ

⑤
7月29日（土）

10:00～11:30 B) のぞいてみよう、ミクロの世界

⑥ 13:30～15:00 C) とりだせ !!! デンプン！
※お申し込み多数の場合は、抽選となります。
※当日は検査センター施設内見学も予定しています。

開催場所
駐車場は台数に制限あり。※アクセス方法は東海コープホームページをご覧ください

注意事項
お子様は小学生以上が対象です。( 小学生未満のお子様も一緒に参加はできますが、保護
者の方は目を離さないようにしてください )。

申し込み方法
①申し込み者名（組合員名）②ご利用生協名③参加人数（大人○人、子ども○人）④住所（郵
便番号をそえて）⑤電話番号（FAX番号）⑥希望する参加教室（第二希望までお伺いしま
す。希望日、コース名、午前午後をお知らせください。）⑦交通手段（駐車場の必要の有無）
※�受付後（電話・FAXとも）、こちらから受付番号をお知らせします。受付番号をお知らせ
できていない場合は受付されていない可能性がありますので、お手数ですが必ずご連
絡ください。

※�抽選結果は当選落選に関わらず、郵送にてお知らせします。詳しい開催日程や持ち物、
注意事項などは、当選のご案内と一緒にお送りいたします。

※�抽選結果の電話でのお問い合わせは、7月13日（木）より受付いたします。お問い合わ
せの際は、受付番号をお知らせください。

※�キャンセルが出た場合は、はずれてしまった方に連絡させていただきます。キャンセ
ルされる場合はなるべく早く、必ずご連絡ください。

※お伺いした個人情報については親子実験教室の目的以外には使用いたしません。

�いつものホットケーキミックスにあるものを
入れて焼くと、おもしろいことが。焼く前と後
とで色が変わり、ホットケーキの表面に絵を
描くこともできます。身近なものの性質を楽
しく知ることができます。

�食品や私たちの手には小さな生き物たち=微
生物が生活しています。そんな目には見えな
い微生物の世界をモニター付きの最新顕微鏡
で見てみましょう。皆さんの身の回りにいる
気になる微生物を調べ、楽しく学びましょう。

�人にとってエネルギー源にもなるデンプンってなんだろう?子どもたちが自分の手で
ジャガイモからデンプンを取り出すことからスタートし、ヨウ素デンプン反応などデ
ンプンの秘密に迫ります。さいごは、デンプンを使って美味しいものを作りましょう !

FAX 0561-61-3346

募金のご案内
　コープぎふがよびかける募金にご協力をいただき、ありが
とうございます。募金番号や、各募金の使途をご案内いたし
ます。引き続きご協力をお願いいたします。

OCR、e- フレンズ、電話注文センター、支所・店舗募金箱で受付けています

東海コープ事業連合 商品検査センター（愛知県長久手市岩
や ざ こ さ が み ね

作三ヶ峯1-178）

大人のみ、お子様のみのご参加はご遠慮ください。

電話または FAX で以下をお知らせください　

締め切り  7月11日（火）

A） 色変わり !ホットケーキ

B） のぞいてみよう、ミクロの世界

C） とりだせ !!! デンプン

一人ひとりに
　　とっておきの夜が待っている…

ライトダウンの夜、手づくりのひょうたんランプシェードに
灯りをともして、息子と将来の夢を語り合いました。

なんちゃって♡

ライトダウンに参加し
て、その時の様子や感
想などをFAXにてお
寄せください！【その他…】　夏の夜空の星座をながめる。木々や

虫の奏でる音に耳をかたむける。頬をなでる風
や、季節が運ぶ香を感じてみる。など。

参加者の感想より

7月7日金 20時〜22時の2時間
未来の地球のこと、自分たちのくらしのこと、話してみるのもいいですね。

明かりの消えた夜に、みんなで地球を想う… 一緒に夜空でつながりましょう！

みなさんもお家の明かりを消してみましょう！

CO2削減を考える
ライトダウンキャンペーン2017

お問い
合わせ お問い合わせコープぎふ 

くらしの活動部

コープぎふ くらしの活動部☎ 058-370-6873 ☎ 058-370-6873
受付／

9:00～17:00
（土・日曜休み）

受付／
9:00～17:00
（土・日曜休み）

環境省では、2003年から地球温暖化防止のため、ライトアップ施設や家庭の
照明を消していただくよう呼びかける「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」を
実施しています。
今年も6月21日から7月7日までの間、このキャンペーンを実施するとともに、
6月21日（夏至の日）と7月7日（クールアースデー）両日の夜8時から
10時までの2時間を特別実施日として設定し、全国のライトアップ
施設や家庭の照明の一斉消灯を呼びかけています。

ライトダウンキャンペーンとは…

えこちゃんくらぶ

↓

「夏休み親子実験教室」開催のお知らせ 参加費無料！

FAX 058-370-6860

6月19日（月）〜6月24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7月1週 27号
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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

舟橋

ちょっと
珍しい商品
ですね

お気に入り
なんですね！
ありがとう
ございます

そうですねー

きんぴらごぼうって普通、ごぼう、
にんじん、ゴマが入っているけど、
そういうのってどこでも買える
じゃない？

ネギが入っているのは
なかなか売ってないのよ！
味もいいの！！

大人3人だと、1つじゃ足りないの。
すぐ無くなっちゃうから、
2つ買ってるのよ！

舟橋舟橋

co・opco・op co・op

おいしい通信 98

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

買取可能ジャンル（ノーブランドでも買取ます）
衣類・バッグ・靴・時計・アクセサリー・未使用ギフト・化粧品・小型家電・美容
器具・ゲーム機・商品券など

商品案内７月１週・Ｐ44 917

細かくして卵焼きの具やそのまま卵とじに
してもよさそうですね♪

職員より
コメント

中濃支所
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8月1週　扱い予定）

ネギごぼう
デリカ菜

な な
々

188
203

前月の16日から当月の15日までのご利用金額をご案内（請求）しています。内容と引落し日をご確認ください。「ご利用明細書」をお届けします

�※�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）

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 0120-854-955お問い合わせ
お申し込み

◦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

よろしければ保険証券をお持ちください

日　　程 会　　　　　　場
7月　6日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野2-5-1）
7月12日（水） 長 良 店　（岐阜市福光南町7-17）
7月13日（木） 多治見店　（多治見市京町4-109）
7月15日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山3-2-17）
7月19日（水） 可 児 店　（可児市下恵土2817-1）
7月20日（木） 尾 崎 店　（各務原市尾崎西町5-30）

13：00～ 17：00時　間 無　料・予約不要

店頭にて開催いたし
ます

保障相談デー葬儀学習会のご案内

☎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
◦質疑応答　

※　�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。

7月2日
（日）

毎月第１日曜日は、
5％�オフセール!

宅配買取サービス　エコリング
■ブランド品からノーブランド品まで幅広く買い取ります。
■宅配便で売りたい物を送るだけで、後日査定金額をお伝えします。
　買取金額はご指定の口座にお振り込みいたします。
■買取金額にご納得いただけなければ、品物をお返しします（送料無料）

買取できない物もございますので、詳しくは下記生活サービス事業部まで
お問い合わせください。インターネットからも詳細をご覧いただけます。

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

（祝日含む）/ 土日曜休み
お問い
合わせ

スマホ、タブレットはこちらから東海コープ　エコリング

「　サマーキャンプ2017in上矢作　」

22日・２３日の主な企画（予定）
魚（アマゴ）つかみと川遊び、生協商品・地元食材等を使った夕食、
星空観察会、その他ゲーム等

23日のオプション企画（希望者のみ/参加費別）
①　トマト摘み体験、　　　②　アライダシ・エコトレッキング、
③　カヌー体験

場　所：福寿の里モンゴル村（恵那市上矢作町木ノ実3587-1）
費　用：�7,000円程度を予定（４名グループ一人当たり）
　　　　※オプション企画は含まれません。
備　考：本チラシでのお申込みはできません。
　　　　 企画等の詳細はコープぎふホームページでご確認下さい

（　「知る・楽しむ」　→　「イベント・料理交流会・学習会」　
でご確認ください　）。

主　催：コープぎふ恵那中津支所

旅行企画・実施
東海コープ事業連合旅行センター 名古屋市東区東桜2-9-1高岳セントラルビル7F　
愛知県知事登録旅行業第2-1337号 総合旅行業務取扱管理者 後藤友彦

日　　程

※　 次回の学習会は10月に開催を予定しています

日　　　時 会　　　　　場
7月　3　日（月） 10：00

～
12：00

西 濃 支 所（大垣市古宮町字丸池129-1）
7月12日（水） 大洞虹の家（岐阜市大洞緑山1-1-5）
7月15日（土） 岐阜西支所（岐阜市西河渡1丁目55）
7月20日（木） 10:30～12：00 益 田 支 所（下呂市萩原町西上田1737）

日　時：７月22日（土）13:00（開会）
　　　　 　～23日（日）9:00頃（閉会） 一泊二食付き

恵那中津支所
担当：佐々木・谷井

受付/9：00～18：00
(日曜休み )0120-256-830お問い

合わせ

７５ｇ蔵

開催します
コープ
夏のギフト
8月13日（日）まで
7月9日（日）まで

受付期間

早期割引


