
東北へ ! 　熊本へ !
ボランティアバス参加募集のご案内

参加費 300円（1名様）

コープぎふ
くらしの活動部 ☎058-370-6873お問い

合わせ
受付/9：00～17：00

 （土・日曜休み）

第39回ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金

手と手を結ぶ、子どもの未来
どなたでも参加できます。一緒に参加しませんか。少しの時間でも歓迎です。

　世界の5歳未満児死亡率は1990年から半分以下
に減少しましたが、その一方で、約5秒にひとりの子
どもたちが予防可能な原因で5歳の誕生日を迎える
前に命を落としています。世界のどこに生まれても
尊い命。その一人ひとりに名前があり、家族があり、
未来があります。ユニセフは、世界中のすべての子ど
もが生まれた国や境遇に関係なく等しく守られるよ
うに、予防接種の普及、安全な水や衛生的な環境の確
保、母乳育児の推進、栄養改善など総合的な支援活動
を地域の人々と一緒に行っています。

ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金とは？
　世界の子どもたちの幸せと明るい未来を実現させるため、一人ひとりが「手に手
を取って」ボランティアとして参加する身近な国際協力活動です。今年で39 回目
を迎えます。
  今年のハンド・イン・ハンドでは、「子どもたちに生きるチャンスを」というスロー
ガンのもと、幼い子どもたちの命を守るための支援を呼びかけます。

月日 時間 住所 会場

12月2日 ( 土 )
10:30〜11:30 下呂市

バロー萩原店
ショッピングセンター ピア

10:30〜11:30 郡上市 大和リバーサイドタウン Pio

12月3日 ( 日 )
10:30〜12:00 岐阜市 コープぎふ　芥見店
10:30〜11:30 各務原市 コープぎふ　尾崎店

12月9日 ( 土 ) 10:30〜11:30 高山市
駿河屋アスモ店
フレスポ飛騨高山

12月16日 ( 土 ) 10:00〜12:00 大垣市
アルプラザ鶴見店
イオンタウン大垣 
JR 大垣駅南北自由通路

12月23日 ( 土 )

10:30〜11:30 美濃市 サピーショッピングセンター
10:30〜11:30 関市 とれったひろば関
10:00〜12:30 恵那市 コープぎふ　恵那店
10:00〜12:00 多治見市 コープぎふ　多治見店
10:00〜12:00 可児市 コープぎふ　可児店
11:00〜12:00 各務原市 アピタ各務原店
13:30〜15:30

岐阜市
JR 岐阜駅北口2階歩行者用デッキ

10:00〜12:00 コープぎふ　長良店
10:00〜17:00 マーサ 21

新築１年生のための、わかりやすい講座です。

お買い物の
ついでに
お気軽に

ご参加ください
。

およそ5秒に1人の子どもたちが 
5歳の誕生日を迎える前に
命を落としています

当日参加 OK

12月 １日（金）・ ２日（土）長良店・芥見店
12月15日（金）・16日（土）多治見店・可児店
  １月12日（金）・13日（土）恵那店

東北へ元気をとどけに

熊本へ元気をとどけに

コープぎふ くらしの活動部

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ
住宅事業部　

コープぎふは東日本大震災以降、被災地支援活動に取り組んでいる「NPO 法
人 KIプロジェクト」主催の「ボランティアバス（ボラバス）」を応援しています。

「KI プロジェクト」では、今年は「九州北部水害」にも計８回のボラバス支援を
実施しました。「ボラバス」では、被災者との交流事業を通じて復興を応援しま
す。一度被災地を訪れてみませんか ?

「 ボ ラ バ ス 」の お 問 い 合 わ せ・お 申 し 込 み
NPO法人KIプロジェクト事務局　美濃加茂市蜂屋町上蜂屋309-5
電話：050-3536-5866　ホームページ http://kipj.jp/
※このボラバスの企画・実施は「市民時報旅行株式会社」により行われております

基 本
日 程

金曜日夜 美濃加茂（岐阜・名古屋）出発 == 車中泊 == 土曜日活動 == 夜現地出発 == 
車中泊 == 日曜日朝帰着

参 加 費 新規　一般：28,000円 / 人　リピーター：24,000円 / 人　高校生以下：24,000円 / 人

締 切 出発の週の月曜日

備 考 ・ 活動内容や行き先、日程は変更する場合があります。ホームページでご確認ください。
・ 参加者が30人未満の場合は中止、または開催方法が変更になる場合があります。

第65回 12月 ８日〜10日  女川町内復興住宅での交流事業
第66回 ３月 2日〜４日  石巻市内復興住宅での交流事業

第14回 12月22日〜24日  益城町内仮設住宅での交流事業
第15回 ２月16日〜18日  西原村内仮設住宅での交流事業
第16回 ３月23日〜25日  益城町内仮設住宅での交流事業

日　時　12月９日（土）

場　所　コープぎふ可児店2階

日　程

場　所　コープぎふ可児店2階

住　宅

70120-706-866 受付/9:00～17:00
（月～土）

日　時　12月９日（土）13：30～16：30 

10：10～12：00

13：30〜　何から始めたらいいの？ 新築はじめの一歩
14：00〜　計画前に知っておきたい 新築の予算
14：40〜　 メーカー？工務店？建築士？ 安心して建てるための業者の選び方
15：10〜　一級建築士への質問タイム

10：10〜　リフォーム相場と見積書の見方
11：00〜　屋根・外壁 塗替えのポイント
11：40〜　相談対応

ここから始める新築スタート講座

リフォームポイント講座

住まいの窓の断熱相談会

要予約（前日までにお電話にてご予約ください）

参加費無料

相談は無料

寒さや結露のお悩みは窓の断熱がカギです！
お店で『あんみつガラス』や『内窓』の見本を展示して、ご相談をお受けします。
昨年も開催し、多くのご相談をお受けしました。
お買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。

※ 開催時間は 
すべての会場で、
10時〜16時です。

栄養状態を知るため、上腕の測定を
受けるエリトリアの1歳の男の子。

©UNICEF/UNI178392/Pirozzi

11月20日（月）〜11月25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12月1週 49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

おいしい通信 120　

受付/9：30～17：00
（土・日曜休み）お問い合わせ

直接お越し
ください。

東海コープ事業連合
生活サービス事業部 　0120-282-220

葬祭サービス

生活サービス

葬儀学習会のご案内

☎058-370-6038葬　　祭
サービス

受付/9：00～17：00
（日曜休み）

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ　葬祭サービス担当対　　応

開催日前日までにお電話にてお申し込みください参加申込み

※　 次回の学習会は3月に開催を予定しています

日　　程

内　　容 ◦葬祭サービスの概要　　◦前もって考えておきたいこと、
通夜・葬儀の流れについて　　◦質疑応答　

日　　　時 会　　　　　場
12月4日（月）

10：00
～

12：00

中 濃 支 所 （関市西本郷通6-4-6）
12月7日（木） 尾 崎 店 （各務原市尾崎西町5-30）

12月11日（月） 岐阜南支所 (羽島郡岐南町八剣北1-209）

12月15日（金） ながら虹の家　（岐阜市福光南町12-9）

※  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

日　　程 会　　　　　　場
12 月 7 日（木） 恵 那 店（恵那市長島町中野 2-5-1）

12 月 8 日（金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北 1-209）

12月 9 日 （土）　飛 騨 支 所（高山市石浦町 6-20）

12月12日（火） 中 濃 支 所（関市西本郷通 6-4-6）

12月13日（水） 長 良 店（岐阜市長良福光南町 7-17）

12月14日（木） 多 治 見 店（多治見市京町 4-109）

12月15日（金） 西 濃 支 所（大垣市古宮町丸池 129-1）

12月16日（土） 芥 見 店（岐阜市芥見南山 3-2-17）

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。

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

参加費無料

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

ご利用明細書について
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ください。

12/2（土） ・3（日）

緒川アウトレット
愛知県知多郡東浦町大字緒川字申新田 40-3

旧モデル品・展示現品・生産中止品・試作品等をアウトレット価格にて展示しています。

10：00〜18：00

コープぎふ共済部
ＬＰＡの会事務局☎　058-370-6713受付/9：00〜17：00

（土・日曜休み）
お問い合わせ
お申し込み

終活＆もしもの時に役立つ
エンディングノートの書き方

自分らしい人生を「エンディン
グノート」を使って考えてみま
せんか？
エンディングノートの書き方
と、書くために必要な制度（遺
言・相続など）のポイントをお
話します。
＝　参加者の声　＝
前向きに生きるためにきちんと整理をし
て準備することは大切だと思いました。
むずかしく考えていましたが、思い切っ
て参加してよかったです。

日にち 会　場

11月29日
（水）

恵那店
10:00〜12:00

益田支所
13:00〜15:00

1 2月 5 日  
（火）

岐阜南支所
10:00〜12:00

1 2月 6 日
（水）

中濃支所
10:00〜12:00

◦持ち物：筆記用具
※�各日程の前日までにお申し込みください。

参加者の方に
エンディングノート
プレゼント！

共　済
ライフプランアドバイザー（ＬＰＡ）と学ぶ
学習会のご案内

無料

要予約

　　　　　　 湯せんでできるので便利
だし、保存がきくのがうれしいです。
味も甘くなく美味しいです。孫たちも
好きなので、帰ってきたときに食べ
さ せてあげます。

　 　　　　　 担当者ニュースのオスス
メであった“ラー油昆布”が美味
しいです！教えてもらわなかったら
買うことはなかったかも…？！今は
扱いがあると買っています！

組合員　さん

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回予定 未定）

組合員　さん

（次回予定 未定）

商品案内
12月 1週 P48

 ラー油昆布(佃煮)
 　 105ｇ

135ｇ×10 135ｇ×2917
025

商品案内
12月 1週 P2・36

（税込 710円）
658円

（税込 3,024円）
2,800円

蔵 258
278

吉野家
牛丼の具

凍 凍

（次回12月3週 扱い予定）

680

飛騨支所
松下陽平さんの日報より

中濃支所
辻直樹さんの日報より

こだわり家具ご体感フェア開催！
カリモク家具  緒川アウトレット

○生協を通してカリモク家具をご購入いただけます。
○１月より旧館建て替えのため、販売スペースが縮小となります。ご検討中の組合員
　さんは１２月中のご来店をおすすめします。また、お探しの品物が見あたらない場合
　は本社ショールームにもご来館ください。


