
◆午前 10:00〜13:30 
　3講座 + 質問タイム　 

（ショールーム見学もできます）
① リフォーム業界の裏事情　 
②わが家の寿命をあと20年延ばすコツ 
③リフォームの知恵

◆午後 13：40〜14：20
④屋根・外壁の塗替えのポイント　

　　　 14:25〜  
屋根・外壁なんでも相談は無料

◆午前 10:00〜13:30
　4講座 + 質問タイム
①ローン減税・補助金・税制特例
②家づくり初めの一歩 
③新築コストダウンの方法　
④地震に対応できた家など　 
新築1年生にわかりやすい内容です。

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

（定休日 毎週木曜日）

新築＆リフォーム 住まいの教室
5月20日（土）・21日（日）10:00〜16:00 

要予約

コープハウジングの住まいの教室の目的は、「組合員の立場にたった
“正確”で“有益”な情報を提供すること」。見積をとる前に、展示場を廻
る前に、受講をおすすめします。

会　場：�クリナップ・キッチンタウン・名古屋（名古屋市中区錦1-16-20）
地下鉄「伏見」駅8番出口から徒歩4分

参加費：�午前500円（1人・軽食付）/午後1講座100円（1人）

新築講座

時間割など詳しくは コープハウジング東海 　検索

参加された方の声
税制の活用について知りた

かった事と何から始めたらい

いか疑問だったので参加しま

した。資料が分かり易くポイン

トがよく分かりました。

参加された方の声
知らない事も多くあったので

写真等で具体的に見せていた

だいてよかったです。自分たち

のリフォームしたい部分が合

致してたり、してなかったりあ

りましたが、気軽に聞けそうな

雰囲気があって安心でした。

20日（土）のみ

20 日 21 日
リフォーム講座

◆午前 10:00〜13:30
　3講座 + 質問タイム 

（ショールーム見学もできます）
①屋根・外壁塗替えのポイント 
②築20年からのリフォーム術 
③キッチンリフォームのコツ

◆午後 13：40〜 
キッチン・お風呂・トイレ大相
談会は無料

◆午後 13:40〜15:25
⑤ 建替えかリフォームか

迷った時の考え方　
⑥ 一級建築士の設計した 

オリジナルな家

お問い合わせ
お申し込み 1080-5812-5208おたがいさま

東部事務所
受付/

10:00〜16:00
（土・日・祝休み）

「おたがいさま東部」の「応援者」でもある吉田さんを講師に二度目
の開催となります。先回の講座では「良い話が聞けました」「今後のた
めに参考になりました」「現場で務めてみえる方のお話しなのでとて
も良く分かりました」「介護はこれから避けて通れないのですが、とて
も身近な話を聞かせていただきました」等と感想をいただきました。

今回は介護入門からもう少し掘り下げたお話もいただく予定です。

楽しく学ぼう！ 介護講座

場　所：コープぎふ多治見店（多治見市京町4-109）

講　師：�吉
よし だ
田奈

な つ こ
津子さん（介護福祉士、ケアマネ、特養相談員）

参加費：一人�100円
主　催：おたがいさま東部／共　催：多治見支所エリア委員会

日　時：�5月25日（木）10:00〜12:00

を開催します！

今後に備えて

 in ヒロシマ・ナガサキのご案内
今年も、8月に核兵器のない世界をめざして
平和について考える企画を実施します。
2泊3日の平和の旅に参加しませんか ?

※１・ 上記自己負担額は、約半額を平和募金より補助した金額です。大人・子どもとも2人目からは、全額負
担になります。

・ 参加費には、往復交通費、宿泊代、食事（朝食2回）、イベントへの参加費が含まれています。宿泊は相部
屋が基本です。

※2　組合員ご本人の参加、親子での参加しやすさを考慮して子どもより安く設定しています。
なお、このイベントに関する運送・宿泊に係わる手配は（株）トッパントラベルサービスが行っています。

日程
ピースアクション 
in ヒロシマ

ピースアクション 
in ナガサキ

日程（２泊３日） ８月４日（金）～６日（日） ８月７日（月）～９日（水）

企画予定

●平和記念資料館見学
●被爆の証言
●ヒロシマ虹のひろば参加
●碑めぐり 
●慰霊式典参加

●長崎原爆資料館見学
●被爆の証言
●ナガサキ虹のひろば参加
●街歩き
●祈念式典参加

募集対象 コープぎふ組合員、及びご家族（小学4年生以上の方）

募集人数 6名程度 6名程度
※応募者多数の場合は抽選となります。

自己
負担額

※1

大人／ひとり
（中学生以上） 22,000円 ※2　　27,500円
子ども／ひとり
（小学４年～６年） 20,000円 30,000円

【締め切り】６月16日（金）

1058-370-6873コープぎふ
くらしの活動部お問い合わせ

受付／
9：00〜17：00　
（土・日曜休み）

● 事前説明・学習会　７月22日（土） 10：３０～１２：３０
　会場  コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
● まとめの会　８月19日（土）１０：３０～１２：30
　会場  マーサ21 4階マーサホール（岐阜市正木中1-2-1）

※�参加される方は左記の
会に出席いただきます。
また終了後感想文の提
出をお願いしています。

参加にあたって▲広島平和記念公園　献花

▲

ヒロシマ　
　昨年の参加者
　原爆の子の像

前にて

▲

ナガサキ
　昨年の参加者

ピース
アクション
２０１7

▲長崎平和公園　平和祈念像

5月８日（月）〜５月13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4週 21号
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おいしい通信 92

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

介護事業部

ライフプランアドバイザー（ＬＰＡ）と学ぶ

商品案内
５月 4週 P26商品案内

5月 4週 P4 　　　　　　生協のたまごスープは
とってもいいね！　ぞうすいを作ろうか

なって時にごはんを入れるだ
けなので簡単便利！
助かっています。

中
濃
支
所
の

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。

☎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

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

（土・日曜休み）
お問い合わせ
お申し込み

※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4週　扱い予定）

西
濃
支
所
の

組
合
員
さ
ん

＊カタログはコープぎふに登録のご住所へ郵便にてお届けします。

＊�共同購入、宅配、ステーショ
ンご利用の方はＯＣＲ用紙
に下記の注文番号と数量を
ご記入ください。

　�（e－フレンズ、電話注文センターで
も受け付けております）

＊�店舗でご利用の方は下記お問
い合わせ先まで直接お申し込み
下さい。

コープぎふ福祉サポートセンター
担当　馬場

受付/ 9:00～
17:30（月～土）　　0120-414-294お問い合わせ

お申し込み

2017年度版が
　できました

福祉用具販売カタログの
　　　ご案内

注 文 番 号 商 品 名
4998 　生協福祉用具販売カタログ 無料

5月15日
(月)

毎月15日は“ほほえみデー”
60歳以上の組合員さん
限定の割引デーです

ほほえみシールの添付された
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

年齢を確認できるものと組合員カードを
お店のサービスカウンターにお持ちください。

登録は簡単！

※一部対象外商品があります。

お墓の相談会

内　容：建
けんぼ
墓、リフォーム、移転などのご相談を承ります。

対　応：葬祭サービス提携社（　須藤石材（株）・（株）飛騨建石　）
　　　　コープぎふ葬祭サービス担当
参加申込：�日時①②の前日迄にお電話にてお申し込みください

九州・沖縄フェア

5月18日（木）
　～21日（日）

日時①：5月27日（土）　10：00～１２：00
会　場：コープぎふ多治見店　会議室

（多治見市京町4-109）

A4・カラー　全50ページ

子育て中に考える　わが家のHappy家計 （2回シリーズ）
要予約

会　場　　1回目・2回目とも　岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）
　　　　何れか一方の参加も可能です　お子様連れの参加もできます

子育て中のライ
フプラン作りの
ポイントを
ＬＰＡと一緒に
学びませんか。

明るい未来を作るライフプラン　
～　教育費って「いつ」「いくら」かかる？　～

6月16日（金）10:00 ～ 12:001回目

ライフプランから考える�わたしの働き方　
～　103万、130万の壁はこうかわる！　～

7月13日(木)　10:00 ～ 12:002回目

東海コープ事業連合
生活サービス事業部旅行センター　　0120-032-803 受付/9：30〜17：00

（土・日曜休み）
お問い
合わせ

子どもだけの自然体験旅行　冒険キッズ夏企画のご案内

カッパに挑戦、川遊び！

目 的 地：岐阜県郡上市
参加対象：小学1年生～ 6年生
日帰り料金：10,800円　（　現地集合6,800円　）
1次募集締め切りは　６月４日（日）
※１泊2日や中学生参加ＯＫの3泊4日もあります

※�この広告でのお申し込みは、受け付けておりま
せん。詳細は冒険キッズホームページをご覧く
ださい。

冒険キッズ
スマホ、タブレットは
こちらから

子どもだけ！　貸切バスで冒険の旅へ
エメラルドグリーンの透ける川へ行こう！

　川を隅々まで泳いで探検！
　岩飛込みに挑戦！
　魚と対決！　魚とりをしよう！

（次回6月2週　扱い予定）

70ｇ（７ｇ×10）

（次回予定　不定期）

056055
35ｇ（７ｇ×５）

たまごスープ
（フリーズドライ）

495

お弁当用もずく
（三杯酢）

子どもの夜ご飯で出しています。
大好きすぎて、いっつも最初に食

べてしまいます！

180ｇ（18ｇ×１０）凍

組合員　さん　（赤ちゃんサポート
ご利用アンケートより）

※　写真は
　10食入りです

日時②：6月3日（土）　10：30～１２：00
会　場：コープぎふ飛騨支所　会議室

（高山市石浦町6-20）

終活＆もしもの時に役立つ
エンディングノートの
　書き方
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

参加者の方に
エンディングノート
プレゼント！

358
386

198
213

学習会のご案内

※�各日程の前日までにお申し込みください。

248
267


