
Ｇサロン　
日　時　８月４日（金）　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）

おたすまカフェ
日　時　８月10日（木）  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）

日　時　８月6日（日）14：00～16：00　次回は9月3日（日）予定
会　場　NPO 法人仕事工房ポポロ事務所（岐阜市八代3丁目27-8）
参加費　100円（お茶とお菓子代として）

くらしたすけあい
の会事務局 ☎058-370-6876お問い合わせ 受付/10:00〜16:00

 （土・日・祝休み）

主催／NPO法人
仕事工房ポポロ ☎090-7432-9158お問い合わせ

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。

コープぎふでは、組合員が参加する福祉活動への応援、地域福祉の向上を目
指して助成を行っています。

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

なつかしの歌をいっしょに
歌いませんか？

おしゃべり会

お知らせ

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。

７月31日（月）まで
コープぎふの全店舗、
各支所、本部に設置
の募金箱へお願いい
たします。

募金箱を設置しています

お申し込み不要

同じ立場の者同士で気軽におしゃべりしませんか？『子育てに仕事にと日々全
力疾走しているシングルマザーのみなさんにとって、ホッと一息つけれる場に
なれば…』との思いで毎月開催している茶話会です。　子連れOK！
時間内の出入り自由ですので、気軽に立ち寄ってみてください♪　

コープぎふ くらしの活動部

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ くらしの活動部 担当／桜森

☎ 058-370-6873 受付／9:00～17:00
（土・日曜休み）

ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名
「ヒバクシャ国際署名」にご協力をお願いします!
機関誌DEKO8月号の特別企画（P13・14）に掲載しています。ご署名いただき生協にご提出ください。

　ヒロシマ・ナガサキに原爆が投下されて72年。国連では、7
月7日に核兵器禁止条約が採択され、平和の願いが世界に広がっ
ています。しかし、今も9ヶ国が核兵器を保有し、その数は
1万5000発にものぼります。皆さんの署名で更に条約の実効性
を高める世論につなげましょう！

◇�昨年4月より、日本原水爆被害者団体協議会がこの署名をスタートし
ました。すでに300万人の署名を国連に届けました。2020年まで、
送り続けます。この署名の特徴は、「ヒバクシャの核兵器をなくした
い!」という思いに賛同する方の共感署名です。

8月末にも、もう一度署名用紙をお届けします。DEKO8月号の用紙
で提出いただいた方は、次に配布される用紙をお持ちいただき、周り
の方にお声かけください。

あなたの署名を国連へ ヒバクシャ国際署名とは…

今後のよびかけ

お問い合わせ 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

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）

気持ちを分かってくれる人がいるから、また頑張れる…
「シングルマザーのホッとサロン」

コープぎふ男子会 参加者募集!!

パン作り体験
〜菓子パン、惣菜パン、ドーナツ作りに挑戦 !

8月19日（土）10:00〜13:00
会　場：�コープぎふ各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1） 

参加費：�800円�※募集人数10名。�
（応募者多数の場合は抽選とし、結果をご連絡します。）

締　切：�8月12日（土）�

「自分が作
ったパンを

、

家族に食べ
てもらって

喜んでもら
いたい」とい

う

声をもとに
とりくみま

す。

コープぎふ男子会は、組合員さんのご主人やご子息など、男性が楽しみな
がら家族や地域に貢献できる場を作っていきたいと考えています!

10：00集合
生地作り、発酵、成型、発酵、焼成
をして、パンを作ってみましょう。
出来立てのパンを食べながら、交流。
片付けて13:00には終了します。

★ 魚の調理、包丁とぎ、陶芸体験(養老、土岐)、そば打ち
体験(揖斐川、各務原)、味噌作り(各務原)など。

★ 今年は、もち米の栽培も体験しています。 
12月の餅つきが楽しみです。

初心者大歓迎!この機会にチャレンジしてみましょう!

講師は各務原に
お住まいの組合員さん

当日のスケジュール

取り組んできたこと

主　催
 生活協同組合コープぎふ

7月5日より続いた豪雨被害を支援する緊急募金にとりくみます。
◆共同購入の注文で募金
◎8月2週32号で右記表の注文番号をご利用ください。

●OCR注文用紙をご提出の場合
 OCR注文用紙裏面の手書き注文欄に注文番号と数量
をご記入ください。

●e-フレンズ・電話注文センターをご利用の場合
注文番号と数量をご入力、またはオペレーターまでお
伝えください。

�◆8月2週
　（注文提出日／7月31日（月）〜8月５日（土））

注文番号 募金名 数量

3790 九州豪雨緊急募金 百円 一口  100円

3791 九州豪雨緊急募金 千円 一口  1,000円

7月24日（月）〜7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

2017年8月2週 32号

「九州豪雨緊急募金」にご協力ください!
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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

000
000

商品案内カタログにのっているこのマーク、ご存知でしたか？
　商品案内カタログに掲載されているマーク
には、生協のこだわりを意味するものや、
ご利用いただくと地域貢献につながる商品
を意味するものなどがあります。ぜひ注文を
する際にご参考ください。

000

000

000
000

農薬の削減や環境
への配慮などを生
協の基準で認証し
た農産物

飼育方法や飼料、
衛生管理などを生
協の基準で認証し
た畜産物

環境への配慮、鮮度と安
全性などを生協の基準で
認証した水産物

ご購入1点につき1円をイ
ンドネシアのマングローブ、
北海道野付のイヌエンジュ
などの木、沖縄恩納村のサ
ンゴなどの植樹に関わる費
用に活用します。

※対象商品ごとに活用先は異なります

東日本大震災で被災した
地域の工場で製造された
商品または生産物（みや
ぎ・ふくしまもあります）

日本生協連および東海
コープで検討・開発した
コープオリジナル商品

　　　 夏休みなど、子どもたち
がいるとき、半田めんはとって
も助かります。うちは、洋風の
パスタとしても使っているので、
レパートリーが増えて重宝して
います。

　 　　　　　大豆で作ったからあげ
が、とてもいいので、子ども
のお弁当に入れています。

とても大豆とは思えな
い味と食感で、私も大
好きです。
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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。

恵
那
中
津
支
所
の

組
合
員
さ
ん

次回（34号）の案内は商品を利用するとき・使うときに便利なマークの紹介です

凍

109

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

216ｇ（標準 12 個） 248
267

1,880
2,030（次回9月1週 扱い予定）

 ※ 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

◦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
8月10日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野2-5-1）
8月16日（水） 長 良 店　（岐阜市福光南町7-17）
8月17日（木） 多治見店　（多治見市京町4-109）
8月19日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山3-2-17）
8月23日（水） 可 児 店　（可児市下恵土2817-1）
8月24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

※　 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。

8月6日
（日）

毎月第１日曜日は、
5％ オフセール!

名古屋港水族館・
日本モンキーパーク

詳細は、サービス
カウンターまで。 

☎058-230-9400主催 葬儀会館 ティア又丸お問い
合わせ

人形供養
　◆人形受付・葬儀相談

ティア鏡島
今秋オープン！（予定）8月6日（日） 9:00 ～13:00日　時

ティア又丸（　岐阜市又丸442番地1　）

コープぎふ組合員は無料
会　場

供養料 ※受付にて組合員証　　　    を
　ご提示ください

（　　）組合員
カード

※8月5日（土）　16:00 ～19:00も
　人形受付・葬儀相談を承ります。

～夏休みのおでかけに～

のチケットを全店で、
取り扱いしています。

商品案内
8月 2週 P10

大豆で作ったから揚げ
まめからくん
（和風醤油味）

商品案内
8月 2週 P11

（次回9月1週 扱い予定）
2ｋｇ（100ｇ×20）
手延半田めん
116

組合員　さん

組合員
価格


