
池田町の大津谷の桜はとて
も綺麗でした。
（大野町 よっしーさん）

石や木の実が大好きな1歳の次男。出先
で見つけると、必ず拾って帰ります（笑）
（羽島市 あやさん）

主人と付き合っていた20年前に行ったお
店に、結婚記念日に行ってきました。夫婦
でいくのも久しぶり　味も変わらず美味し
かったです♪♪（美濃加茂市 わっちさん）

  40代を過ぎてから、近所に住む方と何気ない会話から
仲良くなりました。 今では一緒にランチをしたりしていま
す。どこに出会いがあるかわからないな～と思います。

（高山市 まちゃんこさん）

  若い頃に比べて出会う人の幅が広がった気がします。 
昔からの気の合う友だちも会う回数は減ったけど、それぞ
れの生活を楽しんでいる近況を話すのもまた楽しみ。それ
でいいのかもしれませんね。（下呂市 おとぼけタヌキさん）
 
 年齢が上がっても、 習い事や同じ趣味の集まりで仲良く
なり、友達ができました。 話してみて、仲良くなりたいと思っ
たら、少し勇気は入りますが、自分からお友達になってもら
えませんか？と言ったりもします。    （瑞穂市 こしあんさん）

  私も同じです。 普段は働いていて時間的余裕がなく、土
日は家事や家族の用事、老人介護とやることがいっぱいで
す。暇があれば1人でぼーっとしたいので、友人と会う時間
がなく疎遠になってしまいました。   （岐阜市 ニャーコさん）

おうちで映画鑑賞
雨の日はおうちで映画鑑賞をして
過ごすのもいいですね。
あなたの、おすすめの映画はありますか？

今月のテーマ
組合員と ⇄ 組合員の情報交流

組合員さん
の

おしゃべり場

しゃべっ
チャオ   疎遠だった同級生と、子育てが終わってから一緒に習

い事をしたりランチをしたりしています。 昔仲が良くて近
くに住んでいる方に連絡を取ってみては？この頃は趣味
の園芸を通じてInstagramで花友さんができて、顔も名前
も知らないけれど、お互いの花にいいね！をしたり、コメン
トをして楽しんだりもしています。（大垣市 やすやすさん）

  年をとってからの新しい友達は年上の方ばかりです。
考え方や生き方が尊敬できる方とお話をしていると得る
ものがとても多いので、少しずつ私の方から近寄って行っ
て仲良くしていただいています。一緒に出掛けられるよう
な年の近い友達はできなくてもいいかなと思っています。

  （下呂市 温かい風さん）

  私だけかと思っていたので、ホッとしました。 仕事も
辞めてしまい、世の中から取り残されているような気持
ちになりますが、生協のモニター活動に参加させていた
だき、ホッとすることが多々あります。

（白川町 サザエさん大好きさん）

  私も同じです。 大学時代など元々が遠方の友人は結婚
出産とともに疎遠になっていきます。習い事をしたら…と
言われますが、積極的な人じゃないと簡単には仲良くなれ
ないしと思って、流れに任せてます。   （大垣市 なっつさん）

子どもの制服（Ｙシャツ）の襟、袖汚れ、靴下汚れにおすす
めの洗い方が知りたいです。ゴシゴシこすると毛玉ができ
たり、生地が傷むので躊躇しています。

（岐阜市 うちのしまじーずさん）

●  『ひまわり』 ウクライナのひまわり畑が撮影現場に
なったそうです。　　　   　　（大野町 ノー天気母さん）

●  『ウォーム・ボディーズ』 ゾンビが出る映画を好んでよ
く見るのですが、この映画は今までにあまりないゾンビ
目線になっていて、面白かったです。　（美濃市 るるさん）

●  『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』 
ハリー・ポッターシリーズはあまりにも有名ですが、全体的
に暗いイメージが強いので、私のおすすめはファンタス
ティック・ビーストの第1弾です。魔法動物の冒険や紹
介、恋愛物語も盛り込まれて楽しめる映画です。

（各務原市 パトラさん）

●  『スマホを落としただけなのに』 これは現代のスマホ
にまつわる怖さも身に染みて、少しゾッとしました。気をつ
けようと思うのでおススメです。（多治見市 ハルハルさん）

●  『ショーシャンクの空に』 冤罪を晴らすために希望
を捨てない主人公と受刑者達の人間愛に感動です。

（岐阜市 はるるん♪さん）

●  『セント・オブ・ウーマン』 学生時代に見て超感動しま
した。PG12ですが、残酷なシーンはありません。人生に迷
う若者には是非観ていただきたいです。アル・パチーノの
爽快な役柄が今でも大好きです。（岐南町 デイジーさん）

●  『テルマエ・ロマエ』 思い切り笑いたいときは、この映
画を観ます。大真面目に、浴場の環境改善に取り組むス
トーリーが面白いです(笑)　　　　 （岐阜市 まりさん）

●  『ペイ・フォワード』 人に何かしてもらったら、その人
は別の３人にそれをお返しすると言う、少年のアイデア
から始まる心あたたまる内容のストーリーです。人間関
係が希薄になりつつあるご時世におすすめの映画です。

（郡上市 めっきらもっきらさん）

●  『ライフ・イズ・ビューティフル』 第2次世界大戦中の
話なので暗いかなと思いますが、自分の子どもに優しい嘘
をつくとても温かい話で、泣けます。（羽島市 まどママさん）

●  『となりのトトロ』 梅雨は憂鬱ですが、トトロの雨の
シーンを観るとほっこりします。   （関市 みりママさん）

●  『ローマの休日』 オードリー・ヘプバーンの美しさ、
キュートさは何度観てもうっとりします。映画の世界観も
ステキです。　　　　　　　　　　（可児市 ミミさん）

●  『中村屋酒店の兄弟』 監督が22歳の時に作った映
画なのですが、「22歳でこれを作った？」と思える作品で
す。舞台挨拶で監督のお話しを聞きましたが、若い方、年
配の方、認知症に関係のある方など、幅広い年齢層に受
け入れられる作品ですヨ。（多治見市 Midoriさん）

次号のおしえては

ねぇねぇ

年齢とともに友達が減っている気がします。
気の合う人とだけ付き合うから

楽になった点もあれば、子どもを通して
つながっていただけだったんだなぁと
淋しく思うことも。皆さんはどうですか？

（大垣市 TOMATOさん）

コープぎふでは、組合員さんやご家族がより安心してご利用
いただけるサービスを心がけ、葬祭に関する幅広い分野でサ
ポートいたします。

コープぎふ葬祭サービス担当者が必要事項をおうかがい
し、提携社の中からご希望に沿う葬儀社をご提案いたし
ます。
※ご希望の葬儀社がある場合は、お申出ください。
※平日夜間・土日は提携社相談員が対応いたします。

ご葬儀の施行申込みはコープぎふへ

万一に備え事前にご相談いただくと、急なもしもの時に
慌てる事なく安心です。
コープぎふ葬祭サービスの担当者と共に
葬儀に関する不安を解決していきましょう。
※出張相談も可

ご葬儀に関する事前相談はコープぎふへ

葬祭サービスのご案内

遺品整理
生前整理

相談・施工 相談・施工 相談・販売

樹木葬 お墓 仏壇 相続

各区画
申込み受付

相談
手続き代行

058-370-6038各種ご相談・お問合せ 受付／9：00～17：00
（土・日休み） 0120-176-038葬儀施行のお申込み 受付／３６５日

２４時間対応

ホームページ

組合員特典が
あります

5月号の「ねぇねぇおしえて」。私も気難しい実母との関係に悩んでいますが、あと何回会うか分からない親に
優しく接することを意識しています。でも一方的に攻撃されることも多く、我慢ならない時もありますが…。

（可児市 りみこママさん）

ガソリンが高くて車も考えてしまいますね。かといって自転車や徒歩も嫌ですし…。
運転の仕方で節約の方法があるかな？少しでもやった方がいいのかな？と、ふと信号待ちで考えています(笑)
（大垣市 ささげさん）

わたしの

ひとこと
わたしの

ひとこと
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おうらい
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