
お正月の
つるし飾りを
作ります

Gサロン

日　時　�12月５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）

ふらっとおしゃべり
日　時　12月９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）

おたすまカフェ

日　時　�12月14日（木）　 
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）

　ICAN（アイキャン :核兵器廃絶国際キャンペーン）がノーベル平和
賞を受賞しました。国連において核兵器禁止条約が採択されたことや
今回の受賞は、核兵器のない世界を願う人々の思いの結晶ではないで
しょうか。コープぎふは、ヒバクシャ国際署名に取り組んでいます。
多くの皆さんの賛同が寄せられていますので、ご報告いたします。

コープぎふ
くらしの活動部

受付/
9:00〜17:00

（土・日曜休み）☎058-370-6873お問い合わせ
お申し込み

■寄せられた署名数
☆コープぎふ　　1万2,509筆 (2017.9.20時点 )
☆岐阜県内　　　5万筆 (2017.9月末時点 )
☆全国累計　　　515万4,866筆 (2017.9.29時点 )
　※うち、296万3,889筆は6月に国連に提出済み

■寄せられた署名は、ニューヨーク国連本部に届けられました。
　10月5日、日本被団協事務局長木戸季市さん (岐阜県在住 )が渡米し、署
名の目録をニューヨーク国連本部に届けました。国連第一委員会アルルー
ム議長は、500万筆という署名に驚きと感謝の意を表わされました。

■今後の取り組み
●この署名は、2020年まで継続します !
コープぎふは「ヒバクシャ国際署名岐阜県民の会」
と一緒に、引き続き呼びかけをしていきます。毎年
10月に国連本部に届けます。
●声かけ用の署名用紙をお届けします !
既に署名をされた方は、ぜひ周りの方にお声かけ
ください。ご協力いただける方は、署名用紙をお届
けします。下記まで必要枚数をご連絡ください。

森 を 楽 し む 体 験 企 画

12月2日（土）9:30〜12:30
◇森の散策…ふどうの森を散策・自然観察
　※�地域の森づくり団体にガイドをお願いします。
◇森の中で大鍋芋煮会
◇�森のクラフトづくり
　�森の宝物（木片、小枝、つる、松ぼっくり、木の実など自然の
素材）を使ったクラフトづくりをします。

　�☆クリスマスリース�
☆�キーホルダー・
アクセサリー

　☆�フォトフレーム
デコレーション
などを予定して
います。

◇�その他
　☆�小雨決行（近くの公民館を活用）�

大雨予想の場合は前日に中止の連絡をします。
　☆�当日の持ちもの等の詳しい案内や集合場所の地図は締め

切り日以降にお送りします。

活動内容

おしゃべりからくらしの様子、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話し合います。

おしゃ
べり会

参加費無料 事前申し込み不要 当日会場にお越しください。 「ヒバクシャ国際署名」の中間報告

日　時

場　所

参加費

人　数

締　切

活動場所…�関市上迫間ふどうの森周辺
�集合場所…��関市上迫間ふどうの森イベント広場�

※�関市大岩不動に隣接�
（迫間不動とお間違えのないように…）

150円／お一人（保険料も含みます）

50人を募集します。

11月24日（金）

クラフトづくりは材料代別途100円〜200円

※�抽選の場合は11月27日（月）まで
に連絡をいたします。

おたがいに、スマイルでがモットーです。

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

Gサロンの様子
（ハロウィン）

コープぎふ
くらしの活動部

受付/
9:00〜17:00

（土・日曜休み）☎058-370-6873お問い合わせくらしたすけあい
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）

11月13日（月）〜11月18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
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CO・OP共済ニュース

介護事業部

思わぬ事故で肋骨にヒビが入り、請求させていただきまし
た。生協の職員の方に勧めてもらった時に、入っていて良
かったとしみじみ思いました。やはり《たすけあい》には
「たすけられ」てます。

ありがとうの声を紹介します

受付 / 9：00～
　18：00（日曜休み）　 0120-161-913生活協同組合コープぎふ

ＣＯ・ＯＰ共済センターＣＯ・ＯＰ共済センターお問い
合わせ

みなさんの掛金が病気やケガで
困った方のお役に立っています

コープぎふＣＯ・ＯＰ共済
107,629人の加入者の輪

※お支払い内容や共済金請求書類につきましては、ご契約内容・ご請求内容によって異なります。
ＣＯ・ＯＰ共済に加入するには出資金をお支払いいただき、お近くの
生協の組合員になることが必要です。生活協同組合（生協）は、お店
や共同購入でくらしに貢献しています。ＣＯ・ＯＰ共済の詳しい保障内容は商品パンフレットをご覧ください。

中津川市にお住まいのT様より

（2017年10月20日現在）
共済事業データより

ありがとう
ございます

田中

生協
限定

co・op

このドレッシング前に注文して
おいしかったから、お店で探し
たんだけど どこにもなくって…

生協でしか
買えない
商品ですね！

田中

co・op

そうだった
　んですね。

田中

co・opごま
ドレ

ネットで調べたら
“生協限定”みたい
だったのよ

とっても美味しいんだから、
もっとアピールしても
いいんじゃない？

ごま
ドレ

ごま
ドレ

おいしい通信信 119

（次回12月3週 扱い予定）
500ｍｌ ごま

ドレかつおだし味なので、様々な使い方ができそうですね。 利用され
た皆さんの感想やレシピなどを是非、担当まで教えてください。

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。

キューピー
ごまドレッシング(かつおだし味）

3358

岐阜西支所

土井さんの日報より

（税込 473円）
438円

コープのお店 みなさまのご来店お待ちしております。

コープ冬ギフト

毎月第4日曜日は〝ぎふっこカードデー〟

＋
＊一部対象外商品がございます。
＊電子ぎふっこカードもご利用いただけます。

5％割引いたします。
ぎふっこカードと組合員カードのご提示で
お買い物総額から

長良店周年祭 お申込み承り中！

11月25日（土）～26日（日）
お楽しみ計画中！

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。

コープのお店で一緒に働きませんか？
明るく元気な方

大歓迎！
詳細はご希望店舗の店長・副店長までお電話ください。

未経験の方でも大丈夫。
研修期間があります。
短い時間からでも
働いていただけます。

給与
時給880円～1210円
高校生800円～
大学生850円～

8：00～20：00
（長良店は21：30）の内
2～6時間のシフト制

勤務
時間

電話受付時間 10：00～19：00

お問い合わせ 長良店　0120-863-948　多治見店　0120-863-957　可児店　0120-863-965
芥見店　0120-147-185　恵 那 店 0120-057-302   尾崎店　0120-082-655

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

担当

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!

●高齢や病後などで食事の準備がたいへんな方に
●おひとり暮らしで栄養バランスが偏りがちの方に
●離れて暮らすご両親に

コープの夕食宅配
※ 一部お届けできないエリアがございます。

〈仕事内容〉　夕食弁当をお届けし、地域の高齢者などの生活をサポートするお仕事です。
〈曜日・時間〉（午後からの時間にお仕事ができます）
　月曜日～金曜日の 5日間（土・日・祝日・年末年始はお休みです）
　１３時頃～１８時迄のご都合の付く数時間で夕食をご家庭にお届けします。
〈募集エリア〉岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、本巣市、北方町、多治見市、可児市　
〈募集人数〉（若干名）　｠
〈募集条件〉　 要普通免許（自家用車使用の場合）・要携帯電話・年齢不問

中高年の方や主婦の方も歓迎します。
〈委託料〉　お届け食数に応じて料率を定めた委託料をお支払いします。

コープの夕食宅配は
★ コープぎふの組合員なら、どなたでもご利用いただけます。
★基本月曜日～金曜日の５日単位でお届けしています。
※土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始はお休みです。

★ 「お弁当（ごはん付）」「おかず（ごはん無し）」の２コース
「お弁当コース」　１週間 (５日分 )2,805 円（税込）
「おかずコース」　１週間 (５日分 )3,075 円（税込）
栄養士が５日間の栄養バランスを考えています。

★お届けエリア
岐阜市、大垣市、各務原市、瑞穂市、本巣市、関市、美濃市、多治見市、可児市、岐南町、
笠松町、北方町、富加町、安八町

★お問い合わせいただければ、生協の職員がご説明と手続きにお伺いたします。

こんな方にご利用いただいています

夕食宅配サポーターさん募集中！
ご利用者拡大に伴い、夕食宅配のお弁当を配達していただくサポーターさんを募集します。

受付／10：00～18：30（土・日曜休み）
0120-372-560コープの

夕食宅配
コープの
夕食宅配

お問い合わせ
お申し込み

お申込み方法など、詳しくは今週配布の「ピロリ菌検査」チラシをご覧ください。

① お申込み後、ご自宅へ「ピロリ菌検査キット」をお届けします。

② 採尿して同封の返信用封筒に入れて郵送。

③2週間程で検査結果が郵送で本人宛に届きます。

ピロリ菌とは？
ピロリ菌は胃の中にすみつき、
胃の壁を傷つけ、慢性胃炎や
胃潰瘍、十二指腸潰瘍を誘発
する原因と考えられる細菌です。
また、ピロリ菌に感染している
人は日本人の約35％、3人に1人
が感染していると言われています。

11月26日
（日）

※検査後、陽性の方はご希望の病院または検査結果表に記載の健康
相談窓口へご相談ください。

月曜から金曜まで
毎日お届けします。

生活サービス事業

 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

岐阜西支所

土井さんの日報より
中濃支所

田中裕介さんの

日報より

ピロリ菌検査自宅で簡単！

キューピーキューピー
ごまドレッシングごまドレッシングごまドレッシング(かつおだし味）(かつおだし味）(かつおだし味）
キューピーキューピー
ごまドレッシングごまドレッシング
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(かつおだし味）(かつおだし味）(かつおだし味）(かつおだし味）


