
おすすめの

本 定年オヤジ改造計画
著者：垣谷美雨／祥伝社

3歳児神話、イクメン、共働き、保活

など、私も含め今のお母さんの気持

ちがわかってもらえる1冊です。子育

て中のママ、定年近い方、定年過ぎ

てる方、ぜひ読んでほしいです。

（大垣市 しきのんさん）

転生したらスライムだった件
著者：伏瀬
イラスト：みっつばー
／マイクロマガジン社

子どもが借りてきたのですが、私がハ

マってしまいました。展開と言葉遣い

が新鮮で楽しませてもらっています。

（美濃加茂市 こまちさん）

ご住所

D E K O 応 募・お た よ り シ ー ト
①～⑤を明記の上、ハガキに貼って送ってください。

キリトリ

フリガナ

おなまえ

年齢 ペンネーム

〒 電話番号

⑤ 郵便番号・住所・氏名・年齢（差し支えなければ）・電話番号

以下の項目をご記入のうえ、下記宛先までお送りください。
① クイズの答え（クイズのみの応募も可）
② 身近な話題　  ③興味をもった記事名とその感想 
④ 募集中のテーマへの投稿
⑤ 郵便番号・住所・氏名・年齢（差し支えなければ）・電話番号
※ 当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
※ 投稿はDEKOやその他コープぎふが発行する広報物で紹介すること
      を前提にさせていただくため、採用に際して投稿者への連絡は行い
　  ません。ご了承ください。

はがき・FAX・メールでのご応募

応募締切　2021年9月10日（金）到着分  

   

※ 投稿、応募の際にご記入いただいた個人情報は
プレゼント発送等の目的の為のみに利用させていただきます。　　　 

クイズに応募いただいた中から、抽選で10名様に
コープ商品をプレゼントいたします。

組み立てるとできあがる二文字は？

①  今月のクイズ  完成した言葉は？

漢字パズル

クイズに答えてプレゼントをもらおう！ お た より 募 集 中 !!
クイズ

8月号の答え 甚平

スマホ・パソコンでのご応募

〒509-0197 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
コープぎふDEKO編集部
058-370-6860
pr-coopgifu@tcoop.or.jp

FAX

はがき

e-mail

■ コープぎふホームページ
「DEKO クイズ応募フォーム」より
■ 右記のコードより

宛先はこちら

今月のプレゼント

　　  北海道産大豆の
きなこを使ったくるみきなこ

募
集
中
の
投
稿
テ
ー
マ

料理（P.07-08） 漬け込み（漬け置き）料理

しゃべっChao！ （P.11）
あなたが感動した
東京オリンピック・パラリンピック
東京オリンピック・パラリンピックが開催されました
が、あなたはどんな場面（種目）に感動しましたか？

漬け込むと味が浸みておいしくなったり、食材がやわ
らかくなったりと、時短に加えて嬉しいメリットがあり
ますね。皆さんのおすすめ料理を教えてください。

どんな人が総代になれるの？
特別な経験や知識は必要ありません。 コープぎふの組合員
（2021年8月20日現在）であれば誰でも総代になれます。
（ご家族の名前で利用されている方は、総代になることはできません）

立候補してみたい！

総代って、どんなことをするの？

2021年11月

総代の役割や総代会までの流れの
説明をします。また、ふだんのくらし
のことや生協を利用していて感じて
いることなどをおしゃべりします。

組合員さんの熱い想いを知ることが出来

て刺激を受けました。買うだけの生協で

したが、自分達の生活に欠かせない生協

を学ぶ事が出来て、総代になって良かっ

たなと実感しています。

6月に行われる総代会の議案書
（案）をもとに、2022年度は「こんな
ふうにしたい」ということを話し合い
ます。

総代の任期は1年です

購入しか関わってこなかったの

ですが、総代会を通じて具体的

な活動が知れた事が有意義で

した。これからも生協にお世話

になろうと改めて思いました。

オンラインでの参加は、会場で

の参加に比べ気軽に参加でき

て、とても助かります。議案の

提案は具体的でとても解りや

すかったです。
（2019年度 総代会アンケートより） （2019年度 総代会アンケートより） （2020年度 総代会議アンケートより）

総代さんの声

2022年4月 2022年6月

11月に
おしゃべりしたことが

議案書（案）に
反映されて
いるかな？

eフレンズの
商品画像を
拡大して

見られるように
ならないかな？

第1回総代会議
～地域ごとに開催～

第2回総代会議
～地域ごとに開催～

通常総代会
～すべての総代が集まります～

総代になりませんか？

「2021年度すすめてきたこと」や、                   
「2022年度すすめていくこと」など
の議案が組合員のくらしに寄り添っ
ているか等、一人一票の議決権を
もって決定します。

　生活協同組合（コープ）は、組合員が出資し、利用し、運営に参加する組織です。組合員の「こんなサービスがあると良いな」
「こんなことやってみたいな」等のくらしの声から、生協の様々な事業や活動を行っています。そのために毎年組合員の中
から500名が選出され、日々のくらしについてやコープぎふの商品・サービスについて交流し、声からすすめていくことを
毎年6月の総代会で決めています。

一人ひとり違うくらしの声を出し合い、よりよいコープぎふにしていくためには、いろんな人たちが生協に関わることが必要です。
あなたのくらしの声もぜひお聞かせください。

総代に立候補できるのは年に1回です。2021年度は9月6日～9月27日に受付を行います。
各支所・店舗にある「総代立候補用紙」に記入してご提出ください。 詳しくは各支所・店舗や
配達の職員にお問い合わせください。

子どもがDVDを持ちながら、「これハムとチーズのやつだね！」と言ったのですが、
こっちは「？」マーク。よくよく見てみると、トムとジェリーでした（笑）

（美濃加茂市 長野さん）

わたしの
ひとこと
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