
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
11月  9日（木） 恵 那 店（恵那市長島町中野2-5-1）

11月10日（金） 岐 阜 南 支 所（羽島郡岐南町八剣北1-209）

11月11日（土） 飛 騨 支 所（高山市石浦町6-20）

11月14日（火） 中 濃 支 所（関市西本郷通6-4-6）

11月15日（水） 長 良 店（岐阜市長良福光南町7-17）

11月16日（木） 多 治 見 店（多治見市京町4-109）

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

　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。
　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

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!

お問い合わせ
お申し込み

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）

上手な家計のやりくりとは

多治
見

本町2

豊岡町１

67

多治見
フランテ

駅前プラザ・テラ 学習館

駐車場

P

会場案内

JR多治見駅より徒歩約5分。
車でお見えになる方には、市営豊岡駐車
場(30分80円)があります。
（1時間無料券あり）

日　　時：13:00〜15:00
募集定員： 40名 先着順  

定員になり次第締め切りとします。
受  講  料： 700円
受講料は、参加時に徴収させていただきます。
申込方法：電話でお申し込みください

場　　所： ヤマカまなびパーク多治見市 
学習館（多治見市豊岡町1-55）

主催／�全岐阜県生活協同組合連合会、�
生活協同組合コープぎふ

※�お申し込みの際の個人情報は、消費者セミナー確
認と連絡のために使用します。
消費者セミナーぎふは、同会場にて、防災な
ど異なるテーマで５企画を予定しています。�
詳しくは電話にてお問い合わせください。

講座4

11/18（土）
13:00〜15:00

テーマ

2016年の消費税は延期されましたが、収入はまださほど増えず、
物価は徐々に上がって家計は苦しくなっています。消費者被害に
よる金銭トラブル、家計の見直しポイント、老後の家計準備、そ
してちょこっと投資について学びましょう。

講師:大藪 千穂氏（岐阜大学教育学部家庭教育学科教授）

子どもが小学6年生で、これから中学、高校、大学と進学するであろうという

時期なんですが、一番驚いたのは奨学金返済について、今返済できない人がか

なり増えているというお話でした。うちの子はこの先どうなるのか分かりませ

んが、奨学金に思いっきり頼っていこうと思っていたので、当たり前ですが、借りるな

ら返さないといけないので、アルバイト+奨学金で自分で何とかしてもらえるような組み

立て方もできるんだなぁと思いました。（私の時は全て親に払ってもらっていたのでー）

昨年の
参加者の

声

「2017年度 消費者セミナーぎふ」 のご案内

受付/
9:00～17:00 

（土・日曜休み）

昨年のコープぎふ講演会参加者からの
「もっと聞きたい！」という要望にお応えして企画しました。
親世代、子世代ご一緒のご参加をおまちしています。
生活者向けのセミナーの講師や個別相談を行う中で、投機的な行為を投資だと思い込んでい
る人が多いことに驚かされます。ライフプランを実現していくためには、時間を武器にし、複
利効果を味方につける「長期国際分散投資」が王道と言われる理由や具体的な分散方法につい
て、N

ニ ー サ

ISAやi
イ デ コ

DeCo（個人型確定拠出年金）でも使える投資信託の選び方についてわかりやすく
解説します。

※�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。

講師  神
か ん べ

戸  孝
たかし

 氏

会　場

日　時

定　員

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

無料
お気軽にお越しください

コープぎふLPAの会 くらしの見直し講演会のご案内

お問い合わせ
お申し込み

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（旧羽島市文化センター）
4階401 大会議室（羽島市竹鼻町丸の内６丁目７番地）

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）

主催：コープぎふ LPA の会／後援：コープ共済連

100名（定員になりしだい、�締め切らせていただきます。）

☎058-370-6713生活協同組合 
コープぎふ共済部内 
LPAの会事務局

10月16日（月）〜10月21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11月１週 44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

●2017年11月26日（日）～12月26日（火）までの作業は組合員価格となります。
●10月30日（月）からの配布のチラシでは新年割10%OFF企画をご案内いたします。

※2017年12月27日～2018年1月5日は作業をお休みいたします。

そこまで気に
入って頂いて
嬉しいです

土井土井

co・op

焼きカレー
いつもご利用頂き
ありがとうございます

この焼きカレー、孫もひ孫も
とっても好きでねー。
扱いがある時は必ず
注文してるのよ！

今日、注文忘れる夢
見ちゃったのよ。ちゃんと注文
してあったから良かったわ！

焼き
カレー

焼き
カレー

焼き
カレー

そうだったん

ですね！
ありがとう
ございます

土井

co・op

おいしい通信信 115

生活サービス コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

生協の「ハウスクリーニング」
＜年末・年始のお掃除トクトク情報＞

コープ冬ギフト

おトクな早期割引は
１１月２6日（日）まで

＊ 詳しくは店内パンフレットをご覧ください。

焼きカレー
いつもご利用頂き
ありがとうございます

（次回11月4週 扱い予定）
凍 400ｇ（2個）

各事業所からのお知らせ

※詳しくは各支所からの案内をご覧頂くか、各支所までお問い合わせください。
年末迎春商品試食（展示）交流会参加

無料

・上記は予定となります。開催時間等、変更になる場合もあります。

スマホ・タブレット
はこちら→

開催日 時　間 会　　　　場
益田
支所 11月5日（日）10：30～13：00 益田支所
恵那中津
支所 10月21日（土）10：30～14：00 恵那市市民会館

多治見
支所

10月21日（土）10：00～14：00 セラトピア土岐

10月26日（木）                             可児市文化創造センター

11月4日（土）11：30～14：30 美濃焼卸センター
中濃
支所 10月25日（水）11：00～13：00 中濃支所

1部

1部

2部

2部

開催日 時　間 会　　　　場

各務原
支所 10月28日（土）

     10：30
  ～12：00 各務原支所     13：00
  ～14：30

岐阜南
支所

10月28日（土）10：00～13：00 岐阜南支所
10月30日（月）10：00～13：00

西濃
支所

10月29日（日）11：00～14：00 宇留生地区センター

11月1日（水）11：00～14：00 垂井文化会館

11月11日（土）10：30～13：30 西濃支所

お問い
合わせ

お申込み承り中！

     11：00
  ～12：00
     13：00
  ～14：00

益 田 支 所 0120 - 398 - 675         多治見支所  0120 - 278 - 752      各務原支所  0120 - 245 - 583       西 濃 支 所  0120 - 479 - 011
恵那中津支所 0120 - 256 - 830         中 濃 支 所  0120 - 295 - 130      岐阜南支所  0120 - 453 - 277       受付 /９：００～１７：３０（日曜休み）

商品案内11月1週・P40

あたためるだけだから、手軽に用意ができますね。
また、つけ合わせにサラダなどがあるとさらにいいですね。

職員より
コメント※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

400ｇ（2個）400ｇ（2個）

　　　こんがりまろやか
　　 焼きカレー (中辛）
788

岐阜西支所

土井さんの日報より岐阜西支所

土井さんの日報より

（税込 410円）
380円

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

多治見店・尾崎店

お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！お楽しみ企画計画中！

10月28日（土）～29日（日）
営業時間 9:00～20：00

周年祭のお知らせ

申込み締切日　　　　   作業期間年末前の掃除、割引も受けたい方

早得割引→5％ＯＦＦ 10月27日(金）まで 11月25日(土）まで

スマホ・タブレット

ふだんの掃除で取り切れない汚れを、プロの技術で年末前に
すっきりお掃除♪ 岐阜南支所の組合員さんより

お風呂場の掃除をすごく丁寧にしてくださり、
水あかも取っていただけたので、大満足です！

 

冬ギフト冬ギフト

です。お急ぎ下さい！

お急ぎ下さい

レンジフード
キャンペーン価格
16,416円（税込）

浴室
キャンペーン価格
18,175円（税込）

お急ぎ下さい早得割引キャンペーン受付中！


