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無料！！
コープぎふLPAの会
くらしの見直し講習会のご案内

第12回
2017年度

平和の活動と今後の計画について報告がありました。
● 2017年度に行なわれた「ヒバクシャ国際署名」では、岐阜県で6万筆（うち
　コープぎふでは約14,000筆）の署名が寄せられました。
＜2018年度の署名推進計画＞
● 6月の1ヶ月「職員の署名運動」に取り組みます。
● 共同購入や機関誌DEKOで署名を呼びかけます。併せて、店舗には署名用
　紙を常備します。
※2018年度の署名の締め切り：9月20日

対外組織への参加者について確認されました。

行政など対外的な委員会の委員や、日本生協連・東海コープ事業連合の通
常総会の代議員が確認されました。

4月期決算について承認しました。

4月期事業結果 4月実績 予算差
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2018年度　東日本大震災等の支援の取り組みについて報告がありました。

2018年度も引き続き、次のスローガンに基づいて支援活動に取り組みます。

豆苗を3回楽しみました。1，2回はカットして食べ、3回目はプランターに
植えたらエンドウができ、70 個くらい食べました。｜可児市 チョキチョキさん｜

メダカを飼い始めました。優雅に泳ぐ姿は涼しげです。
そして何より散歩の必要がありません。怠け者ですみません。｜海津市 とりぴいさん｜

明るいセカンドライフにむけて

40代から始める老後資金作り～老後不安解消術！

日 時 2018年9月14日(金)  13:00～15:00 （12:30より受付開始）

会場

生活協同組合コープぎふ
LPAの会 共済部

主催

コープ共済連後援団体

可児市文化創造センター ala
レセプションホール

住 所 岐阜県可児市下恵土3433-139

＊お申し込みの際に（氏名・電話番号・参加人数）をお申し出ください。　
＊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ございます。

お申し込みはお電話で お気軽にどうぞ

TEL： 058-370-6713 受付時間
9:00～17:00（月～金曜日）

定 員 定員になり次第、締め切らせ
ていただきます。

100名

事前のお申し込みが必要です。
おひとり200円。 先着順5名程

託児あり

今年もやります！親子実験教室

開催日程

　毎年、ご好評をいただいている親子実験教室の参加者を募集します。今年からメールでもお申し込みしていただけるよ
うになりました。実験を通して、親子で楽しく「食」や「科学」について考えてみましょう！

烏龍茶の種類です。渋みが少なく、甘みを
含んだ独特の香りが特徴です。名前は同
じですが、花の水仙とは関係ありません。

A  8月2日（木）

B  8月2日（木）

C  8月3日（金）

D  8月3日（金）

E  8月4日（土）

F  8月4日（土）

10:00～11:30

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

10:00～11:30

13:30～15:00

固めて楽しい～手作りラムネ＆アイス

のぞいてみよう、ミクロの世界

とりだせ！！！デンプン！

固めて楽しい～手作りラムネ＆アイス

のぞいてみよう、ミクロの世界

とりだせ！！！デンプン！

1教室につき6家族 計36家族
当日は、検査センター施設内の見学も予定しています。

会場

※駐車場は台数に限りがあります。お車でお越しの方は、事前にお知らせください。

リニモ芸大通駅から徒歩4分
名古屋瀬戸道路「長久手」ICから車で3分

アクセス

住所 愛知県長久手市岩作三ヶ峯1-178
やざこ さがみね

会場 東海コープ事業連合 商品安全検査センター

各コースの内容

どうしてラムネ菓子を食べるとシュワシュワするの？冷凍庫に入れなくてもア
イスは固まるの？誰もが大好きなラムネ菓子とアイスを手づくりして、お菓子
にまつわる科学を楽しく学びます。

●固めて楽しい～手づくりラムネ＆アイス

私たちの周りには、小さな生き物たち＝微生物がたくさん生活しています。そん
な目には見えない微生物の世界を、モニターつきの最新顕微鏡で見てみましょ
う。身の回りにいる気になる微生物を調べ、ミクロの世界を楽しく学びます。

●のぞいてみよう、ミクロの世界

人間にとってエネルギー源にもなるデンプン。自分の手でジャガイモからデン
プンを取り出すところからスタート。ヨウ素デンプン反応などで、デンプンの
秘密に迫ります。最後は、デンプンを使って美味しいものができますよ！

●とりだせ！！！デンプン

①申し込み者名（組合員名）　②ご利用生協名　③参加人数（大人○人、子ど
も○人＜学年＞）　④住所（要 郵便番号）　⑤電話番号　⑥ご希望のコース
（ＡからＦより選択いただき、日程・コース名を記載ください。第2希望までお
伺いします。）　⑦交通手段（駐車場の必要の有無）　⑧返信先のメールアド
レス（メール申込の方のみ）

電話でお申し込みの方には、受付時に受付番号をお知らせします。メールの方
には、返信で受付番号をお知らせします。kensa.center@tcoop.or.jpからの
メールを受信できるように設定してください。２～３日たっても返信のない場
合は、受付されていない可能性がありますので、お手数ですがご連絡ください。
受付番号は、当選の確認や問い合わせの際に必要となります。必ず控えてお
いてください。また、キャンセルされる場合はなるべく早く、必ずご連絡くださ
い。尚、お伺いした個人情報については親子実験教室の目的以外には使用い
たしません。

申し込み多数の場合は抽選とし、結果は当選落選に関わらずメールの方は
メールにて、電話の方は郵送でお知らせします。詳しい開催日程や持ち物、注
意事項などは、当選のご案内と一緒にお送りいたします。抽選結果の電話で
のお問い合わせは、7月19日（木）より受付いたします。お問い合わせの際は、
受付番号をお知らせください。

注意事項

大人のみ、お子さまのみのご参加はご遠慮ください。お子さまは小学生以上
が対象です。小学生以上の方の参加があれば小学生未満のお子さまも一緒
に参加はできますが、保護者の方は、目を離さないようにしてください。参加
費は無料です。

締め切り 7月14日（土）17時まで

組合員数 238,466名
計画比99.9％（加入1,062名）
出資金 41億7,663万円
一人当り出資金17,515円

単位：百万円

生活設計塾クルー取締役ファイナンシャル・プランナー
（ＣＦＰ®） 外資系電機メーカーのＯＬから1996年にＦＰ
へ転身。セミナーでは「すぐできるマネープラン」を提案。
近著に「サラリーマンのための手取りが増えるワザ65」「住
宅ローンはこうして借りなさい・改訂6版」「定年までにや
るべき「お金」のこと」など。「http://www.akie-fukata.com/」
「ダイヤモンドオンライン好評連載中」

講師：深田 晶恵 氏
ふかた あきえ

　老後に必要な資金を貯めなくてはと思いつつ、どういった形で
貯めればよいか、何から手をつければよいのかわからない人も多
いのでは。そこで、すでに年金生活を送っている人の収支を参考
に、これから貯めるべき目標金額を見つけ、将来に向けて貯蓄し
ていくコツを伝授します。40代、50代の家計の見直しポイントも
合わせてアドバイスします。

ペットボトルの　　烏龍茶の
原材料に水仙とありますが、
花の水仙のことですか？

芥見店  なし刃物研ぎ

「私たちは〝東日本大震災（3.11）〟を決して忘れません。岩手・宮城・福島のみな
さんの復興の歩みに伴走します」
＜2018年度災害支援方針＞
● 「3.11を忘れない！」という想いを大切に、支援活動をすすめます。
● 宮城で開催される「ふれあい喫茶」へ、岐阜のお菓子を送る支援を継続し、
　福島で開催される「サロン」への支援を行います。
● 被災地に出かけ、視察や交流を通じて見たこと、聞いたことを岐阜の中に
　広めていきます。

申し込み方法 メールまたは電話で以下の内容をお知らせください。

●メールの宛先 ： kensa.center@tcoop.or.jp
　　　　　　　  （件名に「実験教室申込み」と記載してください）
●受付電話番号 ： 0561-64-3278（月～土曜日の9時～17時まで）
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7月 コープのお店からのお知らせ

7月8日 日

8月12日 日

まで

まで

コープ夏のギフト
お申込み
期　　間

早期割引

毎月第4日曜日は
ぎふっこカードデー

ぎふっこカードと
組合員カードを
ご提示ください。

＊一部対象外商品があります。

毎月第1日曜日は
5％オフセール

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。

毎月15日は
ほほえみデー

60歳以上の組合員さん限定の割引
デーです！ほほえみシールの添付さ
れた組合員カードをご提示ください。

7/1（日） 7/15（日） 7/22（日）

5％オフデーでお得にお買い物

＊電子ぎふっこカードもご利用いただけます。

ご予約承りは

7月18日(水)まで

店頭修理会
長良店 7/18（水）

多治見店 7/25（水）

可児店 7/11（水）

包丁、ハサミ、傘、靴などの
修理を行っています。

芥見店 7/21（土）

恵那店 7/5（木）

尾崎店 7/26（木）

恵那店　なし

尾崎店　なし

長良店 7/18（水）

多治見店 7/12（木）

可児店 7/4、25（水）

保障相談デー

7月の献血はありません恵那店献血車のお知らせ

長良店………
多治見店……

0120（863）948
0120（863）957 

可児店……
芥見店……

0120（863）965
0120（147）185

恵那店……
尾崎店……

0120（057）302
0120（082）655

日程 時間 コース

は今月はお休みです

■名鉄名古屋駅より約50分・日本ライン今渡下車、徒歩10分
■JR名古屋駅より約1時間10分・可児駅下車、タクシーで約10分、徒歩30分
■東海環状自動車 可児・御嵩ICから約15分
■中央自動車道 多治見ICから・国道248号線経由で約25分

[交通アクセス]

0506


