
生協のライフプランアドバイザーによる

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
お申し込み

●日時：2018年2月5日（月） 10:00～11:30
●場所：コープぎふ本部  

組合員LPA
(ライフプランアドバイザー）  

募集！
説明会を開催いたします 

岐阜地区
中濃地区の

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 )
お問い合わせ
お申し込み

知って得する税金の話
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

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）
中濃支所 ２月21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。

●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

ふらっとおしゃべり

学習交流会

年齢経験は問いません!一緒に活動しま
せんか？興味のある方は、下記までご連
絡ください。

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

日　時　１月30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　２月10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 おたがいに、スマイルでがモットーです。

日　時　２月13日（火） 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）

日 時： 2月15日（木）10:00〜12:00
場　所：各務原市産業文化センター第３会議室
参加費：無料
駐車場�： 駐車場満車の場合は「学びの森駐車場」等公共施設�

利用駐車場をご利用ください（3時間まで無料）。

福島学習会を開催します

3.11を忘れない・ 福島  〜あの日から今を生きる〜

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。

※  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。

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。

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

日　　程 会　　　　　　場
２月  8日（木） 恵 那 店（恵那市長島町中野2-5-1）
２月  9日（金） 岐 阜 南 支 所（羽島郡岐南町八剣北1-209）
２月10日（土） 飛 騨 支 所（高山市石浦町6-20）
２月13日（火） 中 濃 支 所（関市西本郷通6-4-6）
２月14日（水） 長 良 店（岐阜市長良福光南町7-17）
２月15日（木） 多 治 見 店（多治見市京町4-109）
２月16日（金） 西 濃 支 所（大垣市古宮町丸池129-1）

要予約

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。
あなたのお力と少しの時間をご協力ください。

おしゃ
べり会

「子どものやる気を引き出す“魔法のしつもん”」

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。

日　時　  ２月17日（土）10：00～12：00
「子ども」とありますが

夫婦、家族、仕事など

大人の関係でも活かせる

ワークショップです。

ぜんざいを食べながら、
おしゃべり・ゲームなど
します。

会　場　 コープぎふ本部 大会議室（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
参加費　 無料 資料の準備のため2月13日（火）までにお申し込みください。

講　師　  ノモトカヨさん（魔法の質問認定講師）

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
お申し込み

東日本大震災から早 7 年、岩手・宮城ではインフラの整備も進んでいますが、
福島第一原発事故の影響が大きかった福島県は、昨年春に浪江町・富岡町・飯
舘村での避難指示も解除されやっと復興への道が開き始めたという状況です。
双葉町・大熊町では未だ避難指示解除の目処はたっていません。故郷から離れ
避難生活を続ける方々の仮設住宅の入居期限を 3 月末に控え、福島県では厳し
い状況が続いています。

学習会では、浪江町の「紙芝居 浪江まち物語つたえ隊」の松田早百合さんを
お招きして震災当時の状況から今までのくらしのことを、そしてコープふくし
まより役員より、福島県での支援の現状とこれからをお話ししていただきます。

被災地からの情報もめっきり少なくなった今、あらためて「フクシマ」の事
を伝え、知っていただければ…と思います。

コープぎふ
くらしたすけあいの会事務局☎058-370-6876受付/10:00〜16:00

( 土・日・祝休み )
お問い合わせ
お申し込み

受付/9：00〜17：00
（土・日・祝休み）

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 0120-854-955お問い合わせ

お申し込み

参
加
者
の
声

開催
決定

開催
決定

要予約

双葉町・大熊町は未だ帰還困難区域 家の周りの雑草

味
噌

 

作
り

参加者募集!!

～煮大豆と米麹で手作り味噌を作ります

２月３日（土）13:00〜15:00
会　場：�コープぎふ各務原支所�

（各務原市鵜沼各務原町1-4-1） 

参加費：�2,000円�※募集人数15名。�
（応募者多数の場合は抽選とし、結果を
ご連絡します。）

コープぎふ男子会は、組合員さんのご主人やご子息など、男性が楽しみ
ながら家族や地域に貢献できる場を作っていきたいと考えています!

北海道産秋田大豆と塩きり米麹を
使って、手作り味噌を作ります。
出来上がりは約7kgです。
自分で大豆を煮るので、費用は例年の半額です。
ご自宅で保管し、11月頃には手作り味噌が出来
上がります。
初心者大歓迎!この機会にチャレンジしてみましょう!

当日のスケジュール
持ち寄った大豆と、塩きり米麹を混ぜ
ます。(大豆は事前にお渡しします)
機械に投入して味噌の玉を作ります。
容器に移して、持ち帰ります。

第10回 

先回の男子会の
味噌つくりの

様子。

体　
験

応募締切 :1月26日（金）

要予約 ※当日参加もできます

●担当、松本・千葉まで。

交流会男子会コープぎふ

１月15日（月）〜１月20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

2018年２月１週 5号
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葬祭サービス

コープのお店

葬儀学習会のご案内

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4月に開催を予定しています
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
1月29日（月） 10：30

～
12：00

岐阜西支所 （岐阜市西河渡1丁目55）
1月31日（水） 益 田 支 所（下呂市萩原町西上田1737）

生活サービス事業

赤ちゃんサポート割引対象商品が充実します
『月刊いつでも注文カタログ』は赤ちゃんサポートの特典の一つ『離乳食』が５％OFFになる商品が掲載されています。
今週配付の2月号からきらきらステップ、うらごしシリーズ、バランスキューブが新たに5％ＯＦＦの対象商品として加わりました。

※割引対象商品は
14～15ページの
「離乳食」・
「きらきらステップ」
「うらごしシリーズ」
「バランスキューブ」です。

きらきらステップ うらごしコーン

バランスキューブ

例えばこんな商品が新たに5%OFFの対象になります

詳しくは最寄の支所、もしくは配達担当者にご確認ください

　　　赤ちゃんサポートとは･･･ ※ご利用には別途登録が必要です
対象　　母子手帳交付から、お子さまが満1歳のお誕生日になるまでの方
サポート期間  　ご登録後、利用開始より1年間
（利用開始日は、ご登録後1年以内の日付を、ご自身で決めていただけます）

特典　  ・コープ宅配利用料が無料！！ ・対象商品が５％OFF　などなど

今年も「恵方巻き」はコープのお店で！

●その他にも、恵方巻
　3種の鮪恵方巻
　節分中巻ハーフセット
　などございます。
●詳しくは、店内配布の
　チラシをご覧下さい。　

長良店・多治見店・可児店・恵那店
・尾崎店で承っております。

ご予約は お受取りは1月31日水 2月3日土ま
で

ご予約承り中
大人のごちそう
海鮮恵方巻 開運福寿巻
■レギュラー（1本） ■レギュラー（1本）

■ハーフ（1本） ■ハーフ（1本）

当日価格

980円
(税込1,059円）

当日価格

780円
(税込843円）

当日価格

498円
(税込538円）

当日価格

398円
(税込430円）

予約価格

931円
(税込1,006円）

予約価格

741円
(税込801円）

予約価格

473円
(税込511円）

予約価格

378円
(税込409円）

（芥見店は「お惣菜
の四季彩」で承って
おります。）

　　　　　豆乳とか苦手だったけど、
年末試食交流会で飲んでみたら、すごく
おいしかったのよ。おみそ汁やシチュー
に入れてもおいしいって聞いたから、今
週注文するわ。

　 　　　　　パラパラしているので、必要
な分だけ取り出せて使いやすかった
です。子供が魚好きなので、お肉の
代わりに色々な料理に使えそうです！

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3月1週 予定） （次回2月2週 予定）

組合員　さん商品案内
2月 1週 P8

097

P6

（税込  235円）
218円

（次回3月1週 予定予定））

おさかなだけの
パラパラミンチ
　200ｇ

（次回2月2週 （次回2月2週 予定予定予定予定予定予定）））） （税込  235円）
218

国産大豆の調整豆乳
（フクユタカ大豆使用）
 １L

詳細は、今週配布の「旅のなかま」チラシをご覧ください。

いつでも注文カタログ2月号より 約20品目

※過去のようす

※過去のようす

※過去のようす

西濃支所
小
こもり ゆうき

森夕貴さんの日報より
恵那中津支所

棈
あべまつりょうた

松良太さんの日報より

● バスで行く  東京ディズニーリゾート®への旅
２夜行３日プラン（往復バス+1デーパスポート）
出発日　1/26～2/16までの毎週金曜、2/18～3/29は毎日
※2/21・26は除外日設定となります。

② ちょっとだけエスコートツアー（小学5年生～中学3年生）
　パーク内は子どもだけで行動します。添乗員はパーク内で待機します。

①エスコートツアー　（小学3年生～6年生）
出発から帰着まで、パーク内もずっと添乗員が一緒！食事付！　　　　　　　　　　　
※ お兄ちゃん・お姉ちゃんとの一緒の参加なら小学１・2年生もOK！

①日帰りスキースクール inヘブンスそのはらスノーワールド
　スキーヤー限定のスキー場！スキーデビューにもオススメのコースです！

②スキー&スノーボードスクール inウィングヒルズ白鳥リゾート
　小学1年生から参加できる♪人気のボードスクールがあるよ！
※ファミリープランやマイカースキー宿泊プランもあります。
※このチラシでの募集は行っておりません。詳細は、今週配布の旅のなかまチラシにてご確認下さい。

「旅のなかま」のご案内

3/23（金）夜出発～3/25（日）朝帰着※40名様限定！

● 添乗員同行、子どもだけで行く！
　　　　    東京ディズニーランド®バスツアー

● トライパルSKIキッズ！　
　スキー&スノーボード&雪遊びバスツアー

昨シーズンは、
700名ご参加いただきました！

凍

8233

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）
東海コープ事業連合
生活サービス事業部お問い合わせ

コープぎふ
葬祭サービス☎058-370-6038 受付/9:00～17:00

( 日曜休み )お問い合わせ コープぎふ
葬祭サービスお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせ

お申し込み

おさかなだけのおさかなだけの
パラパラミンチパラパラミンチ 298

321

2月3日には豆をまいて福を呼び込み、今年の恵方
【南南東】に向かって恵方巻を丸かぶり！

 コープの
 人気NO.1

いつでも注文
カタログ 2 月号


