
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）

注文番号 品　　名
3954 平和カンパ　1口　　  50円
3983 平和カンパ　1口　　100円
3955 平和カンパ　1口　　500円
3984 平和カンパ　1口　1,000円

みなさんの募金で平和の取り組みをすすめています。
◦�共同購入、宅配、ステーションご利用の方
は、ＯＣＲ注文用紙に右記の4桁の番号と
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）
◦�お店では「平和募金箱」を設置しています。

「ヒバクシャ国際署名」
にご協力ください！

コープぎふ
くらしの活動部☎058-370-6873お問い合わせ

受付/
９:00～17:00
 （土・日曜休み）

くらしたすけあい
の会事務局 ☎058-370-6876お問い合わせ

お申し込み
受付/10:00～16:00

 （土・日・ 8月14日～16 日休み）

西濃地域でのたすけあい活動をみんなで考える会

学習交流会

参加された

組合員さんの
声

①13：30～　何から始めたらいいの？　新築はじめの一歩
②14：00～　計画前に知っておきたい 新築の予算
③14：40～　 メーカー？　工務店？　建築士？　 

安心して建てるための業者の選び方
　15：10～　一級建築士への質問タイム（無料）

ここから始める新築スタート講座
日　時：8月26日（土）13:30～16：30 

要予約

後悔しない住まいづくりのスタートは、コープとご一緒に！

場　所:�コープぎふ西濃支所�2階会議室�
（大垣市古宮町丸池129 -1）

参加費:一講座100円（１名様につき）

新築１年生のための、わかりやすい講座です。

住　宅

お問い合わせ
お申し込み 70120-706-866コープぎふ

住宅事業部
受付/

9:00～17:00
（月～土）

思っていた以上に家を建てる事で知らないことが多く、勉強

になりました。参加して良かったです。

前日までにお電話にてご予約下さい。

主催／くらしたすけあいの会

7 月 24 日発行の機関誌「DEKO8 月号」の裏表紙を切り取って、
共同購入地域担当者、店舗サービスカウンターへご提出ください。

地域での“たすけあい”が求められてきています。
あなたが普段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。

たすけあいの会では3月に防災の学習会をしてローリングストックを学びまし
た。（食品を消費しながら災害に備える考え方です。）5月にはコモのパンの学
習会をして日持ちするパンを取り入れることを考えました。今回はレトルト食
品をストックして災害時に備える知恵を考えたいと思っています。
スナック菓子を使ったポテサラパンやビニール袋で炊き込みご飯を作る予定です。
作りながら食べながら交流します。

始めてみませんか？ 地域での“たすけあい”

「くらしの中に防災食」

■応募条件
岐阜県内に在住またはお勤めの方
・小学生………400字原稿用紙１～２枚程度
・中学生以上…400字原稿用紙３～５枚程度

平和の大切さを後世に伝えるため、
戦争の悲惨さを語り継いでいくことを

目的に募集します。

「戦争体験聞き書き」作文募集

■募集内容　
戦争及び戦時下のくらし、終戦直後の動乱期
のくらしを体験された方から、その当時の様子
をうかがい聞き取った内容を文章にします。
※体験された方ご本人の投稿も大歓迎です。

■応募方法
戦争体験された方の氏名・年齢と聞き書き
者の氏名・年齢（学生は学校名と学年）・郵
便番号・住所・電話番号を明記して郵送で
お送りください。尚、応募作品の返却は致
しません。

■応募先
〒509-0197
岐阜県各務原市鵜沼各務原町1丁目4番地1
生活協同組合コープぎふ

「戦争体験聞き書き」作文募集係
メールの場合は、下記のアドレスへ
E-mail ttakahas@tcoop.or.jp

■その他
・応募者全員に参加賞を進呈します。
・ 投稿文の中から一部をコープぎふ機関誌、ホー

ムページ、平和関係の資料、岐阜新聞に掲載
される場合があります。

主催　生活協同組合コープぎふ
共催　岐阜新聞／ぎふチャン
後援　 岐阜県、岐阜県教育委員会、 

岐阜県原爆被爆者の会（岐朋会）

■応募に際しての注意事項
・ 使用する用紙は原稿用紙に限りません。 
（ワープロ書きでも可）

・お一人何点でも応募できます。
・ 難解な漢字には、ふりがなをふってください。
・ 今までどこかに発表されたものは除きます。

■応募締切り　9月23日（土）

毎年県内図書館に
100冊寄贈しています

コープのリフォーム教室

日　時：9月10日（日）10：10～16：20
見積を取る前に知っておきたいことがあります！

場　所： タカラ多治見ショールーム（可児市下切1431番地）

平和カンパに ぜひご協力ください

参 加 費
お申し込み 締め切り

場　　所

日　　時

コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）
参加自由、参加費無料

主催／おたがいさま西濃（仮）発起人会

日　　時

会　　場
9月５日（火）10:00～12:00

コープぎふ・各務原支所会議室�
（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
（材料費）200円
お電話にてお申し込みください。　　　　　　8月25日（金）

8月29日（火）10：00～14：00

詳しくは週刊コープぎふ37号（8月28日発行）でご案内いたします。

予告

８月14日（月）〜８月19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5週 35号



No.239   各務原市鵜沼各務原町 1-4-1　発行：生活協同組合コープぎふ 理事会 コープベル　　0120-706-887 コープぎふ

※　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

舟橋

そうですね！ ありがとう
ございます。

うちではチキン南蛮が、
子どもにとても
人気なのよ！

衣がちょっと他と
違うわよね！
サクサクしてて♥

あの甘酢タレ、
家では絶対に
作れないわ！

舟橋舟橋

co・opco・op co・opチキン
南蛮

チキン
南蛮

チキン
南蛮

お
い
し
ー

おいしい通信 106

生協のライフプランアドバイザーによる

生活サービス事業

葬祭サービス

長年使用したふとんも、
打ち直しをすることで、
新品同様になります。

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回9月2週 扱い予定 ）

商品案内8月5週・P4 046

衣に天玉が使ってあるので、サクサク感がバツグンです。
甘酢タレでご飯もすすみます。

職員より
コメント

中濃支所
より

390ｇ（５枚+タレ）
チキン南蛮 

※写真はイメージです

ふとんの打ち直し

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）
お問い合わせ
お申し込み

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

日　　程 会　　　　　　場
9月　7日（木） 恵 那 店 （恵那市長島町中野2-5-1）

9月　8日（金） 岐 阜 南 支 所 （羽島郡岐南町八剣北1-209）

9月　9日（土） 飛 騨 支 所 （高山市石浦町6-20）

9月12日（火） 中 濃 支 所 （関市西本郷通6-4-6）

9月13日（水） 長 良 店 （岐阜市長良福光南町7-17）

9月14日（木） 多 治 見 店 （多治見市京町4-109）

9月15日（金） 西 濃 支 所 （大垣市古宮町丸池129-1）

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

葬儀学習会のご案内

☎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　葬祭サービス担当対　　応

開催日前日までにお電話にてお申し込みください参加申込み

内　　容 ◦葬祭サービスの概要　　◦前もって考えておきたいこと、
通夜・葬儀の流れについて　　◦質疑応答　

コープの夕食宅配

コープの夕食宅配は
★�コープぎふの組合員なら、
　どなたでも利用いただけます。
★基本月曜日～金曜日の５日単位で
　お届けしています。
栄養士が５日間の栄養バランスを考えています。
※土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始はお休みです。

★お届けエリア ※�一部お届けできないエリアがございます。
岐阜市、大垣市、各務原市、瑞穂市、本巣市、関市、美濃市、
多治見市、可児市、岐南町、笠松町、北方町、富加町、安八町

★ コースは 2 種類
　「お弁当（ごはん付）」１週間 (５日分 )2,805 円（税込）　
　「おかず（ごはん無し）」１週間 (５日分 )3,075 円（税込）
★お気軽にお問い合わせください。
　担当者がご説明と手続きにお伺いいたします。

月曜から金曜まで
毎日お届けします。

受付／10：00～17：00（土・日曜休み）
0120-372-560コープの

夕食宅配お問い合わせ

日　　程

※次回の学習会は12月に開催を予定しています

日　　　時 会　　　　　場
8月28日（月） 10：00

～
12：00

岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）
8月30日（水） 各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
9月　5 日（火） 中 濃 支 所（関市西本郷通6-4-6）

割戻金とは：余剰が出た場合、契約者様へ還元するお金です。加入していただいているコースごとに算出していますので、割戻がない場合もございます。

凍 380
410

にご加入のみなさまへ

割戻金のご案内

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

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

●食事づくりが難しいご高齢の方
●産前産後や育児でお忙しい方

このような方が利用されています
●栄養バランスが偏りがちな方
●離れて暮らすご家族へ

詳しくは今週配布の
『ふとん打ち直し』チラシを

ご覧ください。

「数量限定企画」や
「同時申し込み割引企画」をお値打ちにご案内しています。


