
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・祝休み） ☎058-370-6873コープぎふ 

くらしの活動部
お問い合わせ
お申し込み

受付／
9：00〜17：00

（土・日曜休み）

おたすまカフェ
日　時　10月10日（火）　10：00～12：00　 
会　場　コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

ふらっとおしゃべり
日　時　10月14日（土）　9：30～11：30　　　
会　場　 ほっとサロン（各務原市那加東新町2-146）

楽しいおしゃべり会
日　時　10月30日（月）　10：00～12：00　　　
会　場　 コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

Ｇサロン（Ｇには、Gifu,Gift,Good,Gold,Giveなどたくさんの想いをこめています。）

日　時　10月31日（火）　10：00～12：00　 
会　場　 ながら虹の家 

（岐阜市福光南町12-9 コープ長良店北側）

おたがいに、スマイルでがモットーです。

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おしゃべりします。

おしゃべり会

講　座 太極拳体験交流会

参加費無料・申し込み不要、お気軽にお立ち寄りください。

（総額300万円まで）
2017年

11月30日
締め切り

福祉活動助成金 2018 年度分受付中！
　福祉活動助成基金は、コープぎふの組合員が参加する、岐阜県内での非営利的な
福祉活動を資金面で応援するための基金です。組合員が参加する活動や事業との関
わりを深めながら、地域の福祉活動の応援をしていきます。

助成対象は以下の事業です。

共同購入注文書（OCR用紙）の注文欄に
注文番号と数量（口数）をご記入ください。
「e-フレンズ」（インターネット）でご注文
の方は、「注文番号で注文」の画面から、カ
ンパ、募金番号と数量（口数）をご入力くだ
さい。後日、商品代金と一緒に登録口座よ
り引き落としさせていただきます。

「福祉募金」は、店舗でも受け付けております。各店舗の専
用募金箱又はサービスカウンターまでお持ち下さい

助成金額は最高100万円までです。

◎お電話にて事前にお申し込みください。（説明会は１時間程度です。）

「福祉募金」を受け付けています

募集要項、申請用紙は
コープぎふホームページ
からダウンロードできます。

お問い合わせ
お申し込み
資料請求

生活協同組合 コープぎふ 
福祉活動助成基金事務局 058-370-6873☎ 受付／

9：00〜17：00
 （土・日曜休み）

月日 時間 会場 住所　
10月12日（木）10時〜 コープぎふ本部 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
10月12日（木）14時〜 コープぎふ本部 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
10月18日（水）14時〜 西濃支所 大垣市古宮町丸池129-1
10月20日（金）14時〜 飛騨支所 高山市石浦町6-20
10月26日（木）10時〜 多治見支所 多治見市旭ケ丘10-6-100
11月14日（火）10時〜 コープぎふ本部 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
11月14日（火）14時〜 コープぎふ本部 各務原市鵜沼各務原町1-4-1

注文番号 品名 備考

3987 福祉募金 1口� 100円 希望の口数を
記入ください。3988 福祉募金 1口�1000円

助成金申請のための説明会を開催します。

Aコース（施設・建物）	 1件100万円、1団体まで
Bコース（器具・備品など）	 1件20万円、5団体まで
Cコース（調査研究、交流、研究会など）	 1件10万円、10団体まで

　高齢者、障がいのある者、幼児・児童、その他住民の生活を支援する活動、施設作り、
「調査研究活動」「交流会、研究会、シンポジウム開催」などが対象です。

日　時　��10月26日（木）
10：00～12：30�

中国武術のひとつ「太極拳」今では、健康法としても
広がっています。一度体験してみませんか？

10：00～11：30太極拳の体験
11：30～12：30交流会

場　所　 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）

指導者　高田君代さん
持　物　飲み物・タオル・動きやすい服装

ハローウィンミニパーティーとアコーディオンの
伴奏で歌いましょう。

当日の予定
・西濃支所近くの田んぼで稲刈り体験

・来年のためにレンゲの種をまきます

・�ハツシモのおにぎりを試食しなが

ら、生産者のお話を聞きます。

稲刈り体験

集合場所：�コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町字丸池129-1）
参�加�費：  大人300円 子ども100円 
募集人数：50名
お申し込み：お電話にてお申し込みください
締め切り：10月13日（金）�

６月に植えたハツシモの

　稲刈りをしましょう!

　 レンゲの種まきも

　　　　　しますよ。

参加者
募集

レンゲ栽培米 ハツシモ

☆持ち物☆
・飲み物、タオル、軍手

☆中止の場合☆
・�雨などで足元の悪い場合は
中止とします。その場合は
前日10/20（金）のお昼頃に
連絡します。

参加費無料

飛騨・世界生活文化センター 
（岐阜県高山市千島町900-1 
 TEL 0577-37-6111）

　日頃の感謝をこめて、また県内の皆様にもっとコープぎふを知って
いただけるように、「コープぎふフェスタ in飛騨」を開催します。
　お友達・ご家族お誘いあわせのうえ、お気軽にご来場ください。

　年末迎春商品・コープの人気商品などの試食やコープぎふ
の事業紹介、高山西高校ウィンドアンサンブル部による吹奏
楽、日枝神社に奉納する獅子舞、飛騨牛やお米、コープ商品な
どが当たる大抽選会など楽しいイベント盛りだくさんでお待
ちしています！

お問い合わせ コープベル 0120-706-887 受付／
9:00〜18:00
(日曜休み)

10月15日（日）
10：30～15：00

開催
日時

入場無料

会場 高
山
本
線

高
山
駅

上岡本町南 花里跨線橋東

飛騨・世界生活
文化センター

ピュア高山

ホテルアソシア
高山リゾート

ルートイングラン
ティア飛騨高山

照蓮寺

飛騨高山まつりの森

41

158

西之一色町南

主催／コープぎふフェスタ in 飛騨実行委員会

今回は、飾り物「南天九猿・苦難去る」をつくります。

申込締切日　10月19日（木） ※定員15名になり次第締め切ります。

【お詫びと訂正】先週 (9月18日〜23日）お届けの週刊コープぎふ10月1週40号で「コープぎふ
フェスタin飛騨」の開催時間を10:00〜15:00と掲載しましたが、正しくは10:30〜15:00です。
お詫びして、訂正いたします。

お申し込み　お電話にてお申し込みください。

10月21日（土）10:00（集合）～13:00 ※（雨天中止）

９月25日（月）〜９月30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10月2週 41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

おいしい通信 112　

葬祭サービス

住　宅

　　　 　　　カリカリ梅赤しそ、とて
も美味しかったです。カリカリとした梅
の食感がお気に入りです。梅も大きく
てたくさん入っているので食卓にいつ

も常備しています。

　 　　　 息子がウィスキーを割っ
て飲んでいます。味が濃くて美味し
いって言っています。

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。※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回11月2週 扱い予定）

P59

3418
国産生

しょうが
姜の

ジンジャエール　
200ｇ×15

商品案内
10 月 2 週 P57

40ｇ

かりかり梅
赤しそ（ふりかけ）

組合員　さん

谷川井戸

（次回10月4週 扱い予定）
（税込 1,058円）
980円

商品案内
10 月 2 週

3375

（税込 204円）
189円

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　

日　　程

※次回の学習会は1月に開催を予定しています

コープぎふ　住宅事業部
　　0120-706-866 受付/9:00〜17:00

（月〜土）
お問い合わせ

具体的にリフォームを考えている方、
訪問業者にすすめられている方、
お買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。
建築の専門家がご相談に対応します。

場　所 サンホーム大垣ショールーム
（大垣市静里町 165 静里ショッピングセンター内）

日　時 10月14日（土）

リフォームポイント講座
　　お取引先のショールームを
　　　　使って開催します！

10：10 ～ 10：50 リフォーム相場と見積書の見方
11：00 ～ 12：00 屋根・外壁　塗替えのポイント

・どこかで見積り金額にウエイトを置き、業者選びをしてしまいそうでしたが、
参加してそうではないことに気付かされました。貴重なお話を聴かせて頂き
ました。ありがとうございました。
・非常によかった。現場を知り尽くした専門家だから説得力100％でした。

参加された方の感想 ～アンケートから～

 ※ 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

◦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
10月12日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）
10月18日（水） 長 良 店　（岐阜市長良福光南町 7-17）
10月19日（木） 多治見店　（多治見市京町 4-109）
10月21日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
10月25日（水） 可 児 店　（可児市下恵土 2817-1）
10月26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

店舗保障相談デー
日　　　時 会　　　　　場

10月11日（水）

10月13日（金）

10月17日（火）

10月21日（土）

10：30
～

12：00

岐阜西支所（岐阜市西河渡1-55）
西 濃 支 所（大垣市古宮町字丸池129-1）
益 田 支 所（下呂市萩原町西上田1737）
大洞虹の家（岐阜市大洞緑山1-1-5）

お問い合わせ

参加費無料・
当日参加OK

コープぎふLPAの会 くらしの見直し講演会のご案内

無料
お金で失敗しないために

金融のプロが教えます
ライフプランに基づいた資産運用
の方法と良いファンド・良くない
ファンドの見分け方

※�お申し込みはお電話にてお願いします。
※�お申し込みの際に（氏名・電話番号・参加人数）をお伺いします。
※�お寄せいただいた個人情報は講演会の連絡または、共済のご案内の際に利用さ
せていただく場合があります。

生活協同組合 コープぎふ　LPA の会 共済部 受付時間
9:00～17:00
(土・日曜休み)

お問い合わせ
お申し込み ☎058-370-6713
託児あり（事前にお申し込みが必要です。有料：おひとり200円　先着順10名程）

講師名 神
か ん べ

戸　孝
たかし

 氏

10月28日(土)
13:00～15:00（12:30より受付開始）

不二羽島文化センター（旧羽島文化センター）

4階401 大会議室（羽島市竹鼻町丸の内６丁目７番地）

日　時

会　場

定　員 100名（定員になりしだい、�締め切らせていただきます。）

西濃支所 
谷川さんの日報より

谷川井戸

岐阜南支所 
井戸さんの日報より

チャックシール付


