
コープぎふ
くらしの活動部☎058-370-6873 受付/9:00〜17:00

( 土・日曜休み )お問い合わせ

●キャンペーンの参加方法
2月1週商品案内に同封の専用封筒にハガキ等
を入れ、投函をお願いします。

●集めているのもの
・年賀ハガキや官製はがき　・切手（使用済みも可）　・商品券　
・ダイヤ、金、銀、プラチナ製の貴金属品　・外国紙幣（紙幣のみ）
・ブルーチップやグリーンスタンプ　・中古CD、DVD、ゲームソフト
・未使用又は使用途中のテレホンカード、プリペイドカード　など

内　　容 :���名称／第17回書損じハガキ回収キャンペーン�
主催／NPO法人ハンガー・フリー・ワールド�
（国際協力団体）
期間／専用封筒お届け時〜5月31日まで

●こんなことに活用されています !
・�ハガキ 1枚で栄養粥1食、3枚では赤ちゃんの入院費1日分の支援
ができます。学校給食の支援も行っています。
・�識字教育や農業指導で自立向上を援助し、飢餓の原因に目を向けて
支援しています。

●ハンガー・フリー・ワールドとは‥
飢餓のない世界を創るために活動
する民間の国際協力団体です。日本
に本部を置き、バングラデシュ、ウ
ガンダ、ベナン、ブルキナファソで
活動しています。特定の思想や宗教
ならびに政治的意思から独立した
NPO法人（非営利組織）です。

世界中の食卓が笑顔で満たされるよう、今年もご協力をお願いいたします。

次週 (2月１週）共同購入にて
回収専用封筒をお届けします。

お申込み多数の場合は抽選の
上、商品のお届けを持って商品モニター当選とさ
せていただきます。
お預かりした個人情報は商品モニターの確認 ･連
絡のために使用します。

商品お試しモニターとは、生協商品を食べてみて、使ってみて、簡単なアンケートに答えて
いただく事で、商品を組合員さんに知っていただきお伝えする取り組みです。

商品お試しモニター1,054名大募集!
商品名 規格 お取引先名 募集人数

カレービーフン 180g ×2 ケンミン食品 24名
すりごま（白） 85g 日生協（九鬼産業） 40名

国産若鶏クリスピーフライドチキン 430g（約7〜10ピース） プライフーズ 120名
下呂波こんにゃく 220g 下呂特産加工 200名
マメックスの便利とうふ（ブロックサイズ） 500g マメックス 100名

せいきょうだしパック（国産原料使用） 144g（12g ×12） 東海コープ（節辰商店） 20名
香り箱（かに風味かまぼこ） 13本 スギヨ 50名
ぎふ美濃茶　緑茶（ティーバッグ） 72g（4g×18） 瑞草園 20名
入浴用化粧品美肌 time 30g ×2 ヤングビーナス薬品工業 30名

やさい豆（愛知県産大豆使用）� 150g 日生協（カネハツ食品） 60名
無着色たらこ（北海道近海産） 60g 日生協（カネキ南波商店） 50名
シーフードミックス 150g 日生協（カネキ水産） 80名
ミートソース缶 295g ヤマモリ　　 �48名
福島うまれのトマトジュース（食塩無添加） 160g ×2 日生協（カゴメ） 60名

ノンカップ麺　しおやさい味 2食 トーエー食品 13名
ねぎ入りしょうゆ味 2食 トーエー食品 13名
ねぎ入りそば 2食 トーエー食品 13名
きつねうどん 2食 トーエー食品 13名

甘さすっきりのぜんざい 160g（1人前）×2 イチビキ 100名

ノンカップ麺　和風ねぎ入りそば
ねぎとスープの味がとても良いと思いま
す。化学調味料を使用していないという

ところがすばらしいです。からすぎないところ
が良いです。� 恵那中津支所

毎日鉄分
子どもでも飲みやすく、おいしいおいし
いとすぐに飲んでしまいました。後味も
すっきりで飲みやすい。� 岐阜南支所

※�お届けする商品のご指定は出来ません。
ご了承ください。

商品はお任せと
なります！

モニターさんの声
角麩
すき焼きに入れてみたのですが、とっ

ても美味しかったです。もちもち感が好きです
� 飛騨支所

1月4週4号のＯＣＲ注文用紙の４桁
注文欄に注文番号と注文数を「１」と記入してくださ
い。
商品のお届けは2月2週6号(2月5日～2月10日配達)
で、該当週にご注文のある方が対象になります。

応募方法 当選のお知らせ

赤ちゃんサポートの方
ご参加お待ちしています！注文番号 3958
コープぎふコープベル

受付/9:00〜 18:00( 日曜休み )
お問い合わせ 　 0120-706-887

書損じハガキ回収キャンペーンご案内
眠っているハガキや商品券等で、世界の飢餓に苦しむ人々のくらしを応援

生協や企業団体 143 組織の参加で、1億 9166 万円の換金収益があ
りました。コープぎふからの支援は 392万円でした。
ご協力ありがとうございました。

昨年の取り組みの報告

写真提供：ハンガー・フリー・ワールド

日本では、食べられたはずの食べ物が、年
間500万～900万トン捨てられています

1
3

予 告

１月８日（月）〜１月13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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美味しそうですね！
それ以外のお料理にも
使いますか？

このステーキソース  美味しいのよ 。
ステーキじゃなくても、薄いお肉の
炒め物でも美味しいの。

野菜炒めにも使えるのよ。
ドバドバ使わずに、最後に
少し使うとあっさりして
食べやすいの。
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なるほど～ありがとう
ございます

おいしい通信信 124

生協のライフプランアドバイザーによる

（いつでも注文カタログにて毎週扱い予定）

外貨募金も受け付けています。外国に
旅行したときの外貨が眠っていません
か？その外貨も世界の子どもたちの役
に立ちます。

岐阜西支所

土井さんの日報より
西濃支所

小野 祐二郎さんの

日報より

ステーキソースにもいろいろな使い方があるんですね。
他にもレシピがあれば教えてください。

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。

いつでも注文
カタログ

（いつでも注文カタログにて毎週扱い予定予定

しょうゆ屋さんの
ステーキソース
          (特選丸大豆醤油使用）

8292
（税込 183円）
170円

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。

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1人　1時間程度相談時間

コープサービス
東海職員

相 談 員

※　 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
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お問い合わせ

お申し込み

参
加
者
の
声

今入っている他社の保障商品についても本当に必要な
保障を提案してもらえたので、良かったです。

日　　程 会　　　場

1月20日
（土）

　芥 見 店
（岐阜市芥見南山3-2-17）

1月23日
（火）

　　益 田 支 所
（下呂市萩原町西上田1737）

1月24日
（水）

　可 児 店
（可児市下恵土2817-1）

1月25日
（木）

　尾  崎  店
（各務原市尾崎西町5-30）

保障の個人相談会 相談無料

知って得する税金の話知って得する税金の話知って得する税金の話知って得する税金の話
サラリーマンの妻のためのサラリーマンの妻のためのサラリーマンの妻のためのサラリーマンの妻のための

ライフプランアドバイザー(LPA)と学ぶ学習会

要予約

無 料

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

( 土・日曜休み )
コープぎふ
LPAの会事務局

お問い合わせ
お申し込み

が新登場！
65歳からの保障2017 年

9 月より

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会
K-71674-1712

〈CO・OP 共済に加入するには〉出資金をお支払いいただき、お近くの生協組合員になることが必要です。

http://coopkyosai.coop

お問い
合わせ 0120-161-913 受付/9：00

～18：00
（日曜休み）

コープ共済センター
コープ共済

※ 詳しくは商品パンフレット
    をご覧ください。

● 満65歳から満70歳の方がお申し込みでき、シンプルな保障（入院、死亡保障）が満
85歳まで継続します。

資料のご請求は
お気軽に

　会場    日程
岐阜西支所 1月24日   （水）
可児店 1月24日   （水）
ながら虹の家 1月31日   （水）
西濃支所  2月 1 日    （木）
岐阜南支所 2月 6 日    （火）
飛騨支所 2月 6 日    （火）
各務原支所 2月 7 日   （水）

サラリーマンの源泉徴収票から、所得税の
しくみや今話題の配偶者控除についてわか
りやすく解説し、主婦の働き方と税金の関係
などの疑問を解決します。また、確定申告で
抑えておきたい医療費控除の基本的なこと
もお話します。

放映期間
1月1日（月）から
1月21日（日）まで

テレビCM

放映中 なのだ！

ＣＯ・ＯＰ共済ニュース

くらしの活動部

いつでも注文
   カタログ　 1月号・P2

住　宅

ユニセフお年玉募金のお願い
“お年玉募金”はお正月に家族みんなで参加
できる恒例の取組です。子ども達がお年
玉の中から募金をすることを通して、世界
の子どもたちの現状に関心を持ってもらう
ことができます。お正月に家族で話し合っ
てみませんか。

OCR注文用紙に番号を書いて
いただくことでも募金できます。
注文番号　3985　１口１００円
注文番号　3986　１口１０００円
ユニセフお年玉募金　受付期間
１月20日(土）まで

165ｇ

コープぎふ
住宅事業部　 0120-706-866 受付/9:00 ～ 17:00

（月～土）
コープぎふ
住宅事業部

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ 住まいるフェア

会　場

場 所 会場

クリナップ岐阜ショールーム

サンホーム大垣ショールーム コープぎふ本部

(岐阜市中鶉３丁目6-1)

(大垣市静里町165静里ショッピング
センター内)

（参加費無料・当日参加OK) 参加費：300円(1人)

日　時

日　時 日　時

1月20日（土）

1月27日（土） 1月27日（土）

10:00～16:00

10:10～12:00 13:30～16:30

要予約

要予約

①10：10～こっそり話す リフォーム業界の裏事情　  ①13：20～ローン減税と補助金と減税特例       
②10：55～わが家の寿命をあと20年のばすコツ　  ②14：10～新築コストダウンの７法則
③11：40～屋根・外壁　塗替えのコツ　　　　　　  　14:50～ショールームツアー または相談
　12：20～ショールームツアー または 相談　無料

①10：10～ リフォーム相場と見積書の見方     
②11：00～ 屋根・外壁  塗替えのポイント
　11：40～ 相談対応

①13：30～ 何から始めたらいいの？ 新築はじめの一歩
②14：00～ 計画前に知っておきたい 新築の予算
③14：40～ 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
　　　　   一級建築士に質問・相談タイム

無料

リフォームの基礎講座　　　  新築の基礎講座

1講座100円（１人）参加費

リフォームポイント講座 新築スタート講座

●各日程の前日までにお電話にてお申込みください。
●開催時間：10:00～12：00●持ち物：筆記用具・電卓

地域名
お名前
募金額 　円
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お年玉募金をお預かりしました。

   2018年1月　   日  担当者名
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お年玉募金をお預かりしました。
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リ 2018年1月　   日  担当者名

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
コープぎふくらしの活動部

受付/9：00～17：00（土・日曜休み）
☎お問い

合わせ

 募金の方法
古封筒に募金を入れて、左の用紙を切り取って
封筒に添付して配達時にお渡しください。


