
コ－プぎふ コープベル

70120-706-887お問い合わせ
お申し込み

受付／
9：00〜18：00
（日曜休み）

コープぎふ
えこちゃんくらぶ

9：15	 受付
9：30	 川の生き物調べ
 　「ジャブジャブの河原」で、水生昆虫や魚などの生き物を探します。
 ※川に入れない場合は、室内での学習となります。
	 水について考える
 見つけた生き物から、川の水質を調べます。
	 アメンボはなぜ水に浮くの？
 謎解きとアメンボ工作もします
12：00	 解散

コープぎふ
くらしの活動部

お問い合わせ
お申し込み

定　員 子ども30名
（応募多数の場合は抽選とし、ご参加いただけない場合のみご連絡いたします。）

締め切り 7月21日（金）

服装・持ち物

申込方法

水の中に入ります。
ぬれても良い服、運動ぐつ又は水の中
に入ってもぬげないサンダル、ぼうし、
着がえ、タオル、筆記用具、飲み物

お電話にてお申し込みください。

参加費 400円 （施設使用料・資料代として当日集金します）

夏 み休 企画

「まぐろ工場見学会」のご案内
まぐろが商品になるまでの流れを 

　親子で楽しく体験、学習する工場見学会です。

○生まぐろの種類、体重あて
クイズ ○超低温－50℃体験

○親子で鉄火巻きをつ
くってみよう

○まぐろ解体見学

場所　株式会社 魚彦（名古屋市熱田区八番2丁目16番12号）
　　　※現地集合（駐車場あり）、詳細は別途ご案内いたします。
募集人数　5組（10名）※申し込み多数の場合は抽選となります。
申込方法　お電話にてお申し込みください
締め切り　7月10日（月）

・ご自宅から会場までの交通費は各自のご負担でお願いします。
・安全性を考慮し、5組（10名）までの募集とさせていただきます。
・お子様は小学生以上、保護者同伴でお願いします。
・抽選による当落のご案内は7月17日（月）までにさせていただきます。
・コープぎふの職員も同行します。
・見学風景の写真やコメントなどを商品案内で掲載させていただきます。

お申し込みにあたって

日時　7月31日（月）10：00～12：00

くらしたすけあい
の会事務局 ☎058-370-6876 受付/

10:00〜16:00
 （土・日・祝休み）

「子どもの声は未来の声」講 演 会

みんなの森　ぎふメディアコスモス　考えるスタジオ

吉
よしなり
成信

のぶ お
夫氏（岐阜市立図書館長）

Ｇサロンの企画です。

日　　時

講　　師

会　　場
７月６日（木）13:30～15:30

学習会の後、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。

メディアコスモスは子どもの声が聞こえる図書館です。子ども、人、まちを語って
いただきます。

高齢者の疑似体験、車椅子体験　体験学習

ながら虹の家（岐阜市福光南町12-9 コープ長良店北側）

日　　時

会　　場
７月10日（月）10:00～12:00

高齢者の疑似体験、車椅子の体験（押す、乗る）を行います。雨天でなければ長良店まで車椅
子ででかけます。一度体験してみましょう。

「知って損はない介護保険制度」学 習 会

コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）
日　　時

会　　場
７月11日（火）10:00～12:00

介護保険制度のイロハから、制度改定でどうなっていく？などの話を西濃医療生協介護セ
ンターの担当者からお聞きします。「知っ得」です。

学習会・おしゃべり会

福祉懇談会公開講座

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。

参加費無料 申し込み不要（当日定員 100 名になり次第締め切ります）

おたすま
カフェの
企画です

☎058-370-6873 

エコマン

〜身のまわりの水について考える〜えこちゃんくらぶ　夏休みおたすけプラン

川の生き物を調べてみよう！！

えこちゃんくらぶ共催企画 e-plus 生涯学習
研究所主催「水源林教室」もあるよ！

日　時

時　　間　13:30〜15:00（受付13:15〜）
会　　場　河川環境楽園内　水辺共生体験館
参	加	費　無料
申込方法　お電話にてお申し込みください。

水になって
水の旅を

体験しよう！

7月27日（木）9：30〜12：00

〜水のふしぎ〜とめぐる

雨天決行
します！

マーブリング
製作体験も
できます

受付/9：00〜17：00 （土・日曜休み）

当日のスケジュール

※午後は河川環境楽園でお楽しみください

コープぎふ
くらしの活動部 ☎058-370-6873お問い合わせ

お問い合わせ

受付/
９:00〜17:00
 （土・日曜休み）

場　所 河川環境楽園内（各務原市川島笠田）

水辺共生体験館（現地集合・現地解散）
※ 開園前ですので、必ず西の駐車場をご利用ください。 

入り口は、岐阜県側堤防道路のトンボのモニュメントが目印です。

しすくちゃん

午後企画

主催　東海コープ事業連合 水産畜産商品部

6月26日（月）〜7月1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2週 28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

　　　　まぶしめし、
美味しかったわ。
湯せんするだけで簡単だし、
まな板も汚れないからうれ
しいわ。また買おうかな！

おいしい通信 99

生協のライフプランアドバイザーによる

ＣＯ・ＯＰ共済ニュース

　　　　　　サラダだけでなく、鶏肉
と相性がいいから、炒めものにも使え
るのよ。もも肉、ささみ、玉ねぎ、お
好みの野菜に“胡麻ドレッシング”をか
けて炒めると、コクが出てとっても美味
しいよ。

商品案内
７月２週 P1 商品案内

７月２週 P5

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。 ※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
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組合員　さん組合員　さん

（次回7月3週　扱い予定）

061

凍 195ｇ
300ｍｌ

013

65歳からの
プラチナ世代の保障

新登場！

詳しくは商品パンフレットなどをご覧ください。
契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会

受付 / 9：00～
18：00（日曜休み）0120-161-913生活協同組合コープぎふ

ＣＯ・ＯＰ共済センターお問い
合わせ

2017年
9月より

◦　65歳から70歳の方がお申し込みできます

◦　月々 2,000円からの手ごろな掛金で 
　　満85歳まで安心がつづきます

〈CO・OP共済に加入するには〉
出資金をお支払いいただき、お近くの生協の組合員になることが
必要です。

「いつでも注文カタログ」をご存知ですか？

「いつでも注文カタログ」の7月号または8月号をご希望の
方は、地域担当者、もしくはご利用の支所までご連絡くださ
い。また、7月2週のOCR用紙に注文番号　3899　をご
記入いただきますと、9月号からのお届けとなります。

いつでも注文カタログは、1ヶ月お手元に保管いただき、ぜ
ひご注文にご活用ください！　e-フレンズのWebカタログ
でもご覧いただけます

リニューアルしてご案内しています！◇「いつでも注文カタログ」をご利用ください◇

Ｐｏｉｎｔ1

Ｐｏｉｎｔ2

Ｐｏｉｎｔ3

Ｐｏｉｎｔ4

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。

参
加
者
の
声

日　　程 会　　　場

7月15日（土）芥 見 店
（岐阜市芥見南山3-2-17）

7月18日（火）岐阜西支所（岐阜市西河渡1-55）

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）

7月21日（金）西 濃 支 所
（大垣市古宮町丸池129-1）

7月25日（火）益 田 支 所
（下呂市萩原町西上田1737）

胡麻ドレッシング深煎り

（次回扱い予定　未定）

鰻まぶしめしの具

（65ｇ（固形量40ｇ）×3） 1‚380
1,490

米粉を使った麺や
パンのコーナー
が登場！

いつでもおトクに！

子ども用オムツが

お買い得！

オーガニック商品のコーナーが仲間入り♪

278
300

Ｋ-70681-1706

1ヶ月間いつでも注文できる

＜食　　　　　品＞　いつも使うものだから分かりやすくご案内しています！
＜すくすくくん＞　 卵・牛乳などの材料を使用していない食品や調味料などをご案内。

大豆・小麦・米のアレルゲン表示あり。
大きく見やすい見出しでご案内しています。また、組合員さんから要
望の多い、特定原材料不使用の商品、米粉商品も追加しました。

＜ミルク・離乳食＞　 離乳食つくりに手軽で便利な商品を集めました。レシピも紹介してい
ます。

＜ベビーケア用品＞　用途に合わせ品揃えを充実しました。
＜ベビーオムツ＞　「トクだね」「Best　Price」価格でオムツもお
買い得に！！　
離乳食のための商品や持ち運びが大変なミルクやオムツなどの品揃
えを充実させ、安心価格でご利用いただけるよう、応援します。

＜介 護 食＞　 かむ力・飲み込む力に合わせて選んでいただけます。有機栽培素材
を使った商品もご案内しています。

＜シニアケア用品＞　ぬれタオル、からだふき、消臭スプレーなど、用途に合わせてご利用
＜シニア衛生用品＞　いただけます。

やさしく健やかに過ごしていただくための商品です。一人一人の想い
に寄り添ってご利用いただけます。

＜ペットフード＞　 わんちゃんにもねこちゃんにも満足してもらえるよう、商品を充実しま
した。

＜ペ ット 用 品＞　臭いや歯磨きに関する商品を揃えました。
家族同様、いつまでも元気でいてもらいたい。


