
◆孫たちとミニトマト・黒スイカつくり ◆朴葉寿司を作って食べよう

◆佐渡に行ってたらい舟にのります ◆新商品を試してみます 

◆親子でピザを作ります ◆ミュージカルを鑑賞します 

◆美白エステに挑戦してみます ◆拾った子猫が快

　適に暮らせる工夫をします  …等々
お申し込み

受付中

「何かやってみようかな!」と思ったときに、気軽にチャレンジで
きるようにコープが後押しします。
今年度は現在までに261件、661名の申し込みがあります。
「初めての○○○」「久しぶりの○○○」「普段できない○○○」
あなたもチャレンジしてみませんか？

Let's チャレンジレッツ

コープぎふ　2017年度

☆募集締切:2017年12月20日(水)まで
☆実施期間:2018年 1月20日(土)まで

☆チャレンジ内容が決まっていなくても大丈夫!
   内容が決まっていれば、簡単にお書き下さい。

こんなことにチャレンジします!!2017年度「　　　　　　　　　 」申し込み用紙
申し込み日　2017 年　　　 月　　　日

☆代表者のお名前 一緒にチャレンジする人数(わかっている範囲でＯＫです)組合員コード（７ケタの番号）

きりとり

※いただいた情報は、「Let’sチャレンジ」以外には使用しません。
組合員　　　　　　 人 その他　　　　　　 人

Let's チャレンジ
レ ッ ツ

⇒コープぎふ　支所・店行き

1.  一人の組合員さんが申請できるチャレンジは期間中１回ま
でです。

2.  「チャレンジ」の内容は自由ですが、政党・選挙・宗教活動、カ
ンパ・募金への流用、営利目的の販売行為又はその類似行為
は対象となりません。

3. 組合員ご本人でない方への補助は支払われません。組合員お
一人につき、500円を上限に実費が支払われます（領収書を

「感想用紙」に添付してください）。
4. 申し込み受付は12月20日（水）まで、実施期間は1月20日

（土）までです。
5. 応募多数の場合は、「補助」が終了になる場合もあります。ご

了承ください。

☆「　　　　　　　　　」の約束ごとLet's チャレンジ
レ ッ ツ

ひとりでも
OKです！

下記の申し込み用紙にご記入のうえ、地域担当者・ステーション・店舗カウンターにご提出ください。

Let's
チャレンジ

とは？

くらしの活動部 受付/9:00～17:00
（土・日曜休み）☎058-370-6873お問い合わせ

参加者募集
中！

こんなテーマが寄せ
られています

水田魚道で、

  生きものさがしを

  してみよう !

参加者募集中 ! 主催／コープぎふ西濃エリア委員会

日　 時：8月5日(土) 10：00〜13：00

10：00	 集合（オリエンテーション）
10：15	 水田魚道で生きものさがし　
11：15	 ミニ水族館作り、生き物の解説など
12：00	 この田んぼの、お米のおにぎり試食

当日のスケジュール

ミニ水族館作り生き物さがし 紙芝居などで解説 
水田魚道を観察 捕れた生き物を

水槽に入れ観察
・�生き物に詳しい先
生が、捕れた生き
物の生態や特徴を
教えてくれます。

生き物と環境の
関係など

・�タナゴ（魚）と二枚貝
の関係なども、楽
しく学ぶことがで
きます。

※�持ち物など：飲み物、帽子、タモ（あれば）、汚れてよい服装
※�少雨決行（中止の場合は、前日お昼くらいに連絡します）

●�下池地域農地・水・環境保全管理組合　●�東海タナゴ研究会　●株式会社CAF　●�合同会社サトガワキカク

会　　場： 海津市南濃町志津下池ビオトープ
集合場所： 西南濃粗大廃棄物処理センター東 

（養老郡養老町有尾456-235）

講　　師：北
き た じ ま

島淳
じ ゅ ん や

也さん（東海タナゴ研究会）
募集内容：お一人でも親子でも (参加費無料)

お申し込み：お電話にてお申し込みください。
締め切り：８月１日（火）

お問い合わせ
お申し込み

くらしの
活動部

受付／
9:00～17:00
（土・日曜休み）

・�田んぼの中のメダ
カを観察

・�水路で水の生き物
を捕まえよう!

〈ご協力いただく団体〉☎058-370-6873

復元放流された
ウシモツゴ

水田の生き物調べ
ウシモツゴ

魚道
生き物調べ

生き物
解説

昨年の生き物探しの様子 水族館つくり等のお話の様子

7月17日（月）〜7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

2017年8月1週 31号
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小野

そう
なんですね！

ありがとう
ございます。

骨取りサバ、
よくご利用頂いてますね！
お気に入りなんですか？

3才と1才の子に
魚を食べさせたいんだけど、
やっぱり骨が怖いのよ。
これなら食べてくれるの！

お箸が上手に
使えるようになったら、
骨のあるものも
食べさせたいんだけど、
今はまだコレかな。

小野小野

co・opco・op co・opco・op

おいしい通信

生協のライフプランアドバイザーによる
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葬祭サービス

生活サービス事業

住　宅

商品案内8月1週・P7

骨が取ってあるから、
お料理のレパートリーが広がりますね。

職員より
コメント

西濃支所
から

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（毎週　扱い予定）

418
451 160

172

骨取り
サバ三枚おろし（3枚）
320ｇ（3枚・個包装）凍

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

保障の個人相談会 相談無料

相談会の 3 日前までにお電話にて
お申し込みください。

申し込み
12：30〜17：00開催時間

お一人　1時間程度相談時間

コープサービス東海職員 または
組合員ライフプランアドバイザー

相 談 員

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　時：8月５日（土）・６日（日）

　　　 ９:00～１２:00
場　所：禅台霊苑（可児市下恵土2838）

内　容：お墓、墓地についての
　　　   なんでも相談
　　　  霊苑内見学
　　　  （墓所、施工済みのお墓等）

対　応：須藤石材㈱　
　　　  （葬祭サービス提携社）
　　　  （禅台霊苑管理会社）

参加申し込み：8月3日（木）までに
　　　　　　 お電話にてお申し込みください。

禅台霊苑見学・相談会

禅台霊苑外観

当日の
参加も大歓迎です

☎058-370-6038コープぎふ
葬祭サービス

受付/9:00～17:00
（日曜休み）

東海コープのウェブサイトからも、お申し込みいただけます！

※ 画像はロイヤルグレース（羽毛ふとん）

ふとんの中（綿・羽毛）の
汚れを洗い落とし、生地を
張り替えることにより、
ふとんが生まれ変わります！

ふとんの打ち直し

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、
内容のご確認をお願いいたします。
引き落としができない場合は、手続きに関
わる手数料200円をご負担いただきます。
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。

ご利用明細書について

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）

スマホ・タブレットはこちらから東海コープ　ふとん打ち直し
お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ
住宅事業部　 0120-706-866 受付/9:00 ～ 17:00

（月～土）
お問い合わせ
お申し込み

リフォームと新築が
よくわかる教室　

会　場 L
リ　ク　シ　ル

IXIL 岐阜ショールーム（岐阜市中鶉3-45-1）

日　時 7月29日（土）10:00～16:30

要予約

■10：10～　新築初めの一歩　　■10：40～　新築予算
■11：30～　新築コストダウン7つの法則
■12：00～　新築のためのショールームツアー 無料　

1講座(30分)1人100円で、ご希望の講座を選んでいただけます。

日　　程 会　　　　　　場
8月　8日（火） 中 濃 支 所 （関市西本郷通6-4-6）
8月10日（木） 恵 那 店 （恵那市長島町中野2-5-1）
8月11日（金） 岐 阜 南 支 所 （羽島郡岐南町八剣北1-209）
8月12日（土） 飛 騨 支 所 （高山市石浦町6-20）
8月15日（火） 岐 阜 西 支 所 （岐阜市西河渡1-55）
8月16日（水） 長 良 店 （岐阜市長良福光南町7-17）

参加者の声

100ｇ（1枚）凍

骨取り
サバ三枚おろし（1枚）

080 081

（毎週　扱い予定）

 どきどき新築教室

わくわくリフォーム教室
●そろそろリフォーム？という方の教室
■10：10～　リフォーム業界の裏事情
■10：40～　わが家の寿命をあと20年のばすコツ
■11：30～　キッチンリフォーム
■12：00～　リフォームのためのショールームツアー　無料

●具体的にリフォームを進めたい方の教室
■13：30～　屋根・外壁塗替えのコツ
■14：00～　リフォーム応援パックとは？
■14：40～　建築士とつくった素敵なリフォーム事例
■15：20～　質問・相談タイム　無料

お問い合わせ
お申し込み

◎チラシをご希望の方は、
ご自宅へ郵送いたします。


