
Let's チャレンジ
コープぎふ　2018年度

参加者募集
中！レッツ

募集人数：50人
参 加 費：大人300円、子ども100円
応募締切：6月9日（土） 
※�電話にてお申し込みください。参加者確定後、参加者には詳しいご案内をお届けします。

「レンゲ栽培米（ハツシモ）」
田植え体験 参加者募集のご案内

「JA にしみの」さんにご協力いただき、
JA さんの管理圃場で田植えを体験し
ます。苗の手植え体験、田植え機の実演、
生産者の皆さんとの交流を行います。ま
た、ハツシモのおにぎりを試食します。
ご家族、お友達同士で田植え体験してみ
ませんか ?

時　間 10:00〜12:00頃予定（9：30〜受付開始）
場　所  コープぎふ西濃支所 西側の田圃（大垣市古宮町丸池129-1）

〜私たちの大切なお米の田植えを体験しましょう！

 レンゲ栽培米（ハツシモ）のおにぎりも試食します〜

開催日 ６月16日（土）小雨決行

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

特別栽培米

レッツチャレンジで一昨年はアイシングクッキー、昨年はホットヨガに

挑戦させていただきました。今も続けています。この企画が背中を押し

てくれなければ一歩踏み出せなかったと思い感謝してい

ます。この企画を知らない組合員さんにぜひ、知って

もらいたいです。
申し込み受付
しております

「何かやってみようかな！」と思ったときに、気軽にチャレンジで
きるようにコープが後押しします。昨年度、754件1,822名
のお申し込みがありました。

「初めての○○○」「久しぶりの○○○」「普段できない○○○」
あなたもチャレンジしてみませんか？

☆募集締切:2018年12月22日(土)まで
☆実施期間:2019年 1月19日(土)まで

☆チャレンジ内容が決まっていなくても大丈夫!
   内容が決まっていれば、簡単にお書き下さい。

こんなことにチャレンジします!!

2018年度「　　　　　　　　　 」申し込み用紙
申し込み日　2018 年　　　月　　　日

☆代表者のお名前 一緒にチャレンジする人数(わかっている範囲でＯＫです)
組合員コード（７ケタの番号）

きりとり

※いただいた情報は、「Let’sチャレンジ」以外には使用しません。
組合員　　　　　　 人 その他　　　　　　 人

Let's チャレンジ
レ ッ ツ

⇒コープぎふ　支所・店行き

1.  一人の組合員さんが申請できるチャレンジは１回までです。
2.  「チャレンジ」の内容は自由ですが、政党・選挙・宗教活動、カン

パ・募金への流用、営利目的の販売行為又はその類似行為は対象
となりません。

3. 組合員さんお一人につき、500円を上限に実費が補助されます。
☆領収証を「感想用紙」に添付してください。
☆グループで実施の場合、代表者に一括してお支払いします。
　・共同購入は、利用金額から減算処理をさせていただきます。
　・店舗は、現金でお支払いいたします。
☆組合員さんご本人のみが補助の対象です。

4. 応募多数の場合は補助が終了になる場合もあります。ご了承く
ださい。

Let's チャレンジ☆「　　　　　　　　　」の約束ごと
レ ッ ツ

ひとりでも
OKです！

下記の申し込み用紙にご記入のうえ、配達担当者・ステーション・店舗カウンターにご提出ください。

Let's

チャレンジ
とは？

チャレンジ事
例

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

お問い
合わせ

一昨年全国の有償ボランティア
“おたがいさま”がしまねに集ま
りました。今年、高山で第２回交流
集会を開催します。“おたがいさ
ま”“たすけあい”に興味関心のあ
る方！ 一緒に話し合いましょう。

詳しくはお問い合わせください。

おたがいさまひだ ☎0577-32-8986 受付/10:00〜16:00
(土・日・祝休み )

お問い合わせ
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 )

会　場：�高山市民文化会館�
（高山市昭和町１丁目１８８−１）

内　容：�記念講演�6月29日（金）14:00〜�
「あんきに住み続けられるふるさとづくり」

講　師：飛騨市長�都竹�淳也氏
その他、活動報告・分散交流会・懇親会など
参加費：1,000円

全国おたがいさま
交流集会 in 飛騨高山

第２回 日　時：6月29日（金）�12:00〜17:00�
懇親会18:00〜

30日（土）9:00〜12:00

コープぎふのHPをご覧ください
コープぎふ レッツチャレンジ

第61回 生
い の ち

命を生み出す母親は生命を育て�生命を守ることをのぞみます

岐阜県母親大会 in各務原

記 念 講 演
10:00〜12:15分科会 /13:30〜16:00全体会

※お申し込み不要・当日会場までお越しください。

会場
各務原市民会館
各務原市蘇原中央町2丁目1番地8

参加協力券

800円
高校生以下無料
託児・要約筆記
あります

伊藤千尋さん
国際ジャーナリスト・朝

日新聞、バルセロナ・ロサ

ンゼルス支局長を歴任
。

2014年からフリーの国

際ジャーナリストに

今こそ平和憲法が
生かされる社会を 第61回　岐阜県母親大会実行委員会

☎058-242-9816

�6月3日（日）日時

5月21日（月）〜5月26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6月1週 23号



No.276

カットトマト、届くの楽しみにしてたの！
家族みんな大好きなのよ。ご近所の方
にも時々あげるの。だって、とっても美味
しいのにすごく便利なんだもの！

これ1つでスープもパスタもサラダも
作れるわ！
ちょっとしたお料理の上にのせたり、
食卓の彩りも鮮やかになるのよ！

トマトそのものから自分で作る
となると大変だけど、もうカット
してあるから時間短縮になるの。
何より美味しい！

横山

お気に入り

なんですね！
なるほど～！

へぇ～
どんな風に

使ってますか
？

横山 横山
co・op co・op co・op

カット
トマト

カットトマト

カット
トマト

※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回いつでも注文カタログ6月号扱い予定）

カットトマト、届くの楽しみにしてたの！
家族みんな大好きなのよ。ご近所の方
にも時々あげるの。だって、とっても美味
しいのにすごく便利なんだもの！

これ1つでスープもパスタもサラダも
作れるわ！
ちょっとしたお料理の上にのせたり、
食卓の彩りも鮮やかになるのよ！

トマトそのものから自分で作る
となると大変だけど、もうカット
してあるから時間短縮になるの。
何より美味しい！

横山横山横山

お気に入り

なんですね！
なるほど～！

へぇ～
どんな風に

使ってますか
？

横山横山横山 横山横山横山
co・op co・op co・op

カット
トマト

カットトマト

カット
トマト

※ 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。
（次回いつでも注文カタログ6月号扱い予定予定）））） 調理しやすいカット済みなので、パスタや煮込み料理、

炒め料理など様々なトマト料理に使えますね！

144

8184

住　宅

共同購入事業

多治見支所

横山紗恵子さんが

聴いた声

会場 コープぎふ多治見店 2 階会議室
興味のある講座や相談のみの参加もＯＫ！

6月9日（土）10:00～16:00

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

リフォームの基礎講座

コープぎふ 住まいるフェア

コープのお店で網戸の張替

要予約要予約

いつでも注文
カタログ

いつでも注文
   カタログ　 5月号・P4

参加費：1テーマ100円（1人）

参加費：1テーマ100円（1人）

①10：10～　こっそり話す　リフォーム業界の裏事情
②10：55～　わが家の寿命をあと20年のばすコツ
③11：40～　屋根・外壁　塗替えのコツ
   12：20～　質問＆相談タイム　無料　無料

①13：20～　ローン減税と補助金と税制特例　　　　　　　　　
②14：10～　新築コストダウンの7つの法則
   14：50～　質問＆相談タイム   無料

新築の基礎講座

日 程 会 場
6月13日 (水) 芥 見 店
6月20日(水) 可 児  店
6月27日(水) 多治見店
7月  4 日(水) 長 良 店

  寸法(サッシ枠の外寸法)  価格( 税込)/1枚
巾60㎝以下、丈90㎝以下    500円
巾90㎝以下、丈180㎝以下 1,000円
上記サイズ以外のもの 1,500円

1家族2枚まで

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

※　 一部対象外商品があります。

組合員カードのご提示でお買い物総額から5%割引いたします。

 6月3日（日）は
５% オフセール毎月第一

日曜日

13：00～17：00
 ※ 共済・保険の専門職員がその場でご質問、
   ご相談を承ります。お気軽にお立寄り下さい。

●満期が近い　
●商品提案を受けている
●保険料を節約したい…　など

よろしければ保険証券をお持ちください

日　　程 会　　　　　　場
6  月  7 日（木） 多治見店　（多治見市京町 4-109）
6月13日（水） 長 良 店   （岐阜市長良福光南町7-17）
6月14日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）
6月16日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
 6月 20日（水） 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）
 6月27日（水）
6月21日（木） 尾 崎 店　（各務原市尾崎西町 5-30）

時　間

無　料・予約不要

店舗保障相談デー店頭にて
開催いたします

 イタリア産カットトマト
（紙パック）

・住宅用の網戸に限らせていただきます。
・組合員さんの当日持込み・引き取り企画と
　なります。
・アルミサッシ枠の網戸のみの対応となります。
・網の色は黒色、網の目詰まりは通常（18メ ッシュ）
  のみ。

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

300ｇ（固形量180ｇ）118円118118円
（税込127円）

ただの炭酸水

6/4(月 )9：00より住宅事業部
への電話にて予約受付をします。
各店先着15組限定。（お店では受付
                                        できません）
当日持込み・引き取りをお願い
します。

時 間 10:00～15：00

おしゃれな
デザインボトル
が新登場！！

ノンカロリー、甘味料不使用の天然水に炭酸ガスを詰めた
シンプルな炭酸水です。

全８種類の
デザインボトル！！
お気に入りを
見つけよう！！

おしゃれなデザインなの
で

持ち運びにもＧＯＯＤ！
！

商品案内 6月1週・P6

ノンカロリー、甘味料不使用の天然水に炭酸ガスを詰めた

1,880
2,030

074 ただの炭酸水
(デザインボトル)
500ｍｌ×24

※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（毎週扱い予定）

わが家のHappy家計
子育て中に考える

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

西濃支所  （大垣市古宮町丸池 129 -1）
何れかの参加もOK ！ お子様連れでも大丈夫 ！
※ 各日程の前日までにお申込みください。

6月 27 日（水）  10:00 ～ 12：00

7月 26 日（木）  10:00 ～ 12：00

8月 30 日（木）  10:00 ～ 12：00

明るい未来を作るライフプラン

ライフプランから考えるわたしの　　　　　
働き方

わが家のキャッシュフローを知ろう

～教育費って「いつ」「いくら」かかる？～

～103万、130万の壁はこうかわる～

～未来の収支はどうなる？～

①

②

③ 多くの組合員
さんにご参加　　　　
いただいています

《大好評》

会 場

教育投資

昨年大人気の

※①～③を受講の場合300円

※①～②を受講の場合200円

わが家のHappy家計わが家のHappy家計
 3回シリーズ 無 料

要予約

ライフプランアドバイザー(LPA)と学ぶ学習会のご案内


