
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

インターネットサイトはこちらから→

宅配便での配達だと、不在
のとき再配達が申し訳ない
と思うことがありました。
共同購入でいつもの担当さ
んから商品を受け取れるの
はありがたいです。

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」
にご協力お願いします。

今週（9月1週）共同購入にて、ヒバクシャ国際署名用紙をお届けしています。
共同購入地域担当者または店舗サービスカウンターへご提出ください。
既にご提出いただいた方は、今回お届けした署名を周りの方にぜひ手渡していただ
き、署名のお声かけをお願いします。

　国連では、7月7日核兵器禁止条約が採択され、核兵器廃絶

の願いが世界に広がっています。しかし、現在9ヶ国が核兵

器を保有し、その数は1万5千発にものぼります。皆さんの

署名で更に「核兵器禁止条約」の実効性を高める世界的な世論

をつくっていきましょう!

◇�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共感署名です。
◇�昨年より、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）が署名を開始し、
全国的に共感が広がっています。

◇寄せられた署名は、10月に国連（ニューヨーク）に送ります。

◇�3月に「ヒバクシャ国際署名をすすめる岐阜県民の会」を結成しました。
岐阜県生協連としてこの会に参加し、コープぎふは県内生協やコープぎ
ふ労働組合と一緒にこの署名にとりくんでいます。

あなたの署名を国連へ
ヒバクシャ国際署名とは…

とりくみ期間 9 月 20 日まで

県内のとりくみ

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）

HIBAKUSHA 
APPEAL

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。
◆ ご注文の際は、生協名・組合員コード・氏

名をお知らせください
◆ 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！ 
（いつもの職員がお渡しします）

・ご返品も、いつもの職員が受け付けます。
  ※同封の返品伝票にご記入の上、お渡し下さい。
・一部遅配商品など、宅配でお届けする場合があります。

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）
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株式会社スクロール

これからは気軽に返品
ができるようになった
ので、迷うことなくた
くさん注文出来そう！

組合員さんの声

介護事業部

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

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

A4・カラー　全50ページ

ご希望の勤務時間や
  お休みの相談にも
      応じますので
　気楽にお問い合わせ
　　　　ください。

◎資格　�初任者研修修了者（ヘルパー
2級）・介護福祉士

◎時間　�7：00～20：00の間で応相談
◎時給　�1,110円（訪問介護手当含む・

交通費別途支給）

◎待遇　�勤務時間数・資格に応じて別途手当あり
　◦時間帯手当（朝8時前・夜6時以降）あり
　◦日・祝日手当、その他手当、
　　有給休暇あり
　◦健康診断、労災加入

コープぎふ
訪問介護ステーション各務原

（各務原市那加東新町）

受付/ 9:00〜17:30　（　月〜土　）サービス提供エリア 岐阜市、各務原市、関市南部、岐南町
058-380-3030☎ 担当

坂井

コープぎふ
訪問介護ステーション長良

（ながら虹の家/長良店北側）

058-231-2135☎ 担当
安藤

お問い
合わせ

ヘルパーさん大募集

生協で訪問介護の
お仕事してみませんか？

幅広い年代の
ヘルパーが活躍中!

＊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注文用紙に下記の
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。

８月21日（月）〜８月26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 107

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 ＣＯ・ＯＰ共済ニュース

　　　 　　油で揚げる必要がなく、
レンジで温めるだけだから便利だわ。
ヒレ肉だからお肉も軟らかいし、

おいしいのよ。

　 　　　とりそぼろで簡単に３色ご
飯が作れるから、お気に入りです。
子どもも主人も大好きで、いつも嬉
しそうに食べています。 岐

阜
南
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。

恵
那
中
津
支
所
の

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9月4週 扱い予定）

商品案内
9月 1週 P2

032
とりそぼろ
80ｇ

商品案内
9月 1週 P34

240ｇ（8個）
銀座梅林のヒレカツ

639

組合員　さん

凍228
246 （次回9月3週 扱い予定） （税込 513円）

475円

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、
内容のご確認をお願いいたします。
引き落としができない場合は、手続きに関
わる手数料200円をご負担いただきます。
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
9月　7日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）
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16日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
9月20日（水） 可 児 店　（可児市下恵土 2817-1）
9月21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。

9月3日
（日）

毎月第１日曜日は、
5％ オフセール!

メモワール松枝が
オープンしました！

会館見学、葬儀事前相談、
葬儀費用の見積りにも随時
対応いたします。ご希望の
方はご連絡ください。

羽島郡笠松町北及1906
葬儀式場

コープぎふ
葬祭サービス☎058-370-6038 受付/9:00～17:00

(日曜休み )お問い合わせ

笠松みなと公園

岐阜羽島
警察署

イオン柳津店

南宿

名
鉄
竹
鼻
線

柳津

木
曽
川

カネ美食品
トミダヤ笠松店

カラフルタウン
岐阜

松波総合病院

151

183

184

松枝小学校

メモワール松枝

「少人数でゆったりと故人を送ることができる
小規模葬・家族葬専用の式場です」

羽島郡
笠松町 CO・OP共済の

加入手続きが
インターネットでも
できるようになりました。

契約引受団体 / 日本コープ共済生活協同組合連合会

書面での申し込みと比較して、
保障開始までの期間が短縮。
カンタン、わかりやすい入力画
面でしっかりサポートします。

日中忙しい方も、いつでも加入
申し込みができます。

ご本人さまの申し込みと合わせて、満20歳
未満のお子さまやお孫さまの加入申し込み
も同時に可能です。

お問い
合わせ 受付時間／9:00～18:00(日曜休み)

コープ共済センター 0120-161-913
生活協同組合コープぎふ


