
生協のライフプランアドバイザーによる

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 3 日前までにご都合の良い
会場を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

※ 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）70120-854-955お問い合わせ

お申し込み

参加者の声
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　　程 会　　　場
6月 8日（木） 恵 那 店（恵那市長島町中野 2-5-1）

6月 9日（金） 岐 阜 南 支 所（羽島郡岐南町八剣北 1-209）

6月10日（土） 飛 騨 支 所（高山市石浦町 6-20）

6月13日（火） 中 濃 支 所（関市西本郷通り 6-4-6）

6月14日（水） 長 良 店（岐阜市福光南町 7-17）

6月15日（木） 多 治 見 店（多治見市京町 4-109）

保障の個人相談会 相談無料

地域での“たすけあい”が求められてきています。始める
ために大切なことや続けていくうえでの気持ちなど、実
際に始められている方からお話をお聞きし、どのように
すすめたらよいのかを、みんなで考えます。
あなたが日常的にやっていること、ちょっと得意なこと
が誰かのために役立つかもしれません。そんな、私にも
できる“たすけあい”を話し合います。
「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。

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）

始めてみませんか？ 

地域での“たすけあい”

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
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

日　　時

会　　場
話題提供

学習
交流会

5月31日（水）10:00～12:00

スクロールの商品の
注文・配達が変わりました！

組合員さんの声から改善されました。

電話で注文ができるように
なりました！

　スクロールに直接お電話いただくこ
とで、商品に関するご質問や在庫状況な
どのお問い合わせもできます。
（今までどおり、OCR注文用紙やイン
ターネットでもこ注文いただけます）

生協の配達でお届けします！（5月22日（月）から）
生協の担当者よりお届けします。返品され
る場合も担当者が受け付けます。
（一部遅配商品など、宅配でお届けする場合
があります）

ご注文の際は、生協名・組合員コード・氏名・電話番号をお知らせください

お問い合わせ
ご注文 70120-226-399 受付/9:00〜17:30

（土・日・祝・年末年始は休み）

この機会にぜひご利用ください！

今年1月で東海コープ虹の会が20周年を迎えました。
その記念企画として、「取引先・生産者」「生協」「組合員
の皆さん」が大切に育ててきた商品を特別価格・特別企
画で毎週ご案内しています。

虹の会発足20周年企画は
2018年3月3週までご案内
する予定です。
現在の価格表記は右の4種
類となります。

共同購入にて
毎週お届けしている
商品案内を、

ぜひご覧ください。

※�価格は変動する可能性があります。

「虹の会」とは商品の取引先・生産者さんが、生協と組合員さんと連携して、組合員の
皆さんの「くらしの願い」に応える商品づくりを進めるための組織です。

通常価格

トクだね

BestPrice!

20周年記念 Best Price!

1

2

は よりも です。お値打ち な価格

これからも 毎日のくらしを応援します！
 お値打ち！さらに

これまでも

株式会社スクロール

インターネットサイトはこちらから→

e�-フレンズにログイン後、[スクロール]の
バナーをクリックし、スクロールサイトへ

2017年６月１週 22号

５月15日（月）〜５月20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
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おいしい通信 93

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

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。　
ぜひ注文をする時の参考
にしてください。

000

000

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
すので内容の確認をお願いい
たします。
また引き落としができない場
合は、お手続きに関わる手数
料200円をご負担いただき、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
共同購入をご利用の組合員さんへ

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・生産物（他
にもみやぎ・ふくしまの
マークがあります）

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

毎月第4日曜日は〝ぎふっこカードデー〟

＋
＊一部対象外商品がございます。5％割引いたします。

父の日ギフト
　好評承り中！

　いつもは言えない
　　想いをこめて…

商品案内
６月 1 週 P9商品案内

6 月 1 週 P10 　　　　　　三田屋ビーフカレー、す
ごく美味しいのよ！　ふつうインスタ
ントのカレーってお肉が溶け込んで

しまって形が残ってない
けど、これは残ってるか
らね！　おすすめよ！！

　 　　　　　うちはよく使うのよ。ご
ぼうを買ってきて自分でささがき
するのは面倒でしょう？

これなら、パッと入
れるだけ！　豚汁を
よく作るから、これ
を必ず使うわ。

中
濃
支
所
の

組
合
員
さ
ん

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。
（次回予定　未定）

中
濃
支
所
の

組
合
員
さ
ん

（次回予定　未定）

（サイコロステーキ入）

尾崎店感謝day
５月２７日（土）
　　　～２８日（日）

5月28日
（日）

受付は
５月２８日（日）
　　　　　まで

次回（２４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

400ｇ凍

101
九州産
ささがきごぼう

（ボリュームパック）

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

神戸三田屋
097

250ｇ（1人前）凍

ビーフカレー

ぎふっこカードと組合員カードのご提示で
お買い物総額から

438
473

430
464


