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一歩でも二歩でも！
一緒に歩きましょう!

平和の取り組みはみなさんのカンパですすめています。
ご協力をお願いします。

  愛知～岐阜への引き継ぎ
日　　時：6月11日（月）
集　　会：12:00～12:40
集合場所：各務原市民プール横グラウンド

  各務原市折り鶴平和行進
日　　時：6月11日（月）
出発式 :13:15～13:45　行進 :13:45～約1時間
集合場所：各務原市民公園東側

  岐阜市折り鶴平和行進
日　　時：6月13日（水）
出発式 :13:30～14:00　行進 :14:10～約1時間
集合場所：岐阜市金

こがね

公園

　生協は「台所から平和を!」のスローガンのもと、平和の取り組みをすすめています。今年も岐阜県内に平和行進がやって
きます。6月11日(月)に愛知県より引き継ぎ、16日(土)滋賀県にリレーをします。身近なコースを歩いてみませんか?

「小さな一歩」を皆さんに呼びかけます!
● 折り鶴を折って、8月のヒロシマ・ナガサキの式典に手向けましょう。 
（別紙黄色のチラシの折り鶴スペースをご活用ください）

● “幸せのイメージカラー「黄色」のグッズ”を身につけて、平和を願う気持ちを
表しましょう。期間は東海3県を行進する5月31日（木）～6月16日（土）です。

● 岐阜県内全域で平和行進をします。別紙黄色いチラシをご覧いただき、お
近くの平和行進にご参加ください。集会のみでも大歓迎です。

2018　平 和 行 進

2017年 愛知～岐阜引継ぎ集会（各務原市）

2017年 折り鶴平和行進（岐阜市）

平和行進(ピースウォーク)とは･･･
　1958年ひとりの若者が広島から東京まで歩
いたのがはじまりでした。それから60年間、多
くの人たちの感動と共感を生みだし、100万人
の大行進になりました。東海地域を通る「東京

⇒広島コース」は5月6日に東京夢の島公園を出発し、｢広島平和公
園｣をめざして3ヶ月間、雨の日も風の日もリレー行進します。

詳しくは、今週配布の黄色のチラシ
「2018ピースアクションぎふ」をご覧ください。

●共同購入、宅配、ステーションご利
用の方は、OCR用紙に4桁注文番
号と数量をご記入ください。
　(e-フレンズ、電話注文センターで
も受け付けています)
●お店では、「平和募金箱」を設置し
ています。

今年度、核兵器のない世界を実現する世界の世論につながる「ヒバクシャ国際署名」にとりくみ
ます。６月末と７月末の2回、署名用紙をお届けします。既に署名された方は、周りの方への声か
けをよろしくお願いいたします。

お問い合わせ 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

募金名 注文番号 金　額

平和カンパ

3954 1口� �50円
3983 1口� �100円
3955 1口� �500円
3984 1口� 1,000円

核兵器禁止条約採択一周年記念講演会

『８月６日あの日から…今日まで
 ヒバクシャの思いとノーベル平和賞』

会　場 : ぎふ清流文化プラザ長良川ホール
参加費：無料 ※申し込み不要です

　核兵器のない世界に向かって情勢が動き出しています !
　昨年4月にヒバクシャ国際署名は国連本部に300万筆届けられまし
た。この署名が大きな力になり、7月の“核兵器禁止条約の採択”を後
押ししました。現在515万筆、これから寄せられる署名は“全ての国が
この条約を批准するための国際世論”を後押しします。

■藤
ふじもり

森俊
と し き

希氏 プロフィール
1944年生まれ。1歳の時広島で被爆。早稲田大学在学中
に東京で就職。定年後は長野県に転居し、長野県原爆被
爆者の会会長に就任。現在は日本被団協事務局次長も務
め、精力的に核兵器廃絶の講演活動をしている。

【バス】岐阜バス三田洞線 K50
「岐阜メモリアルセンター正門前」
下車 徒歩2分

主催 : ヒバクシャ国際署名をすすめる岐阜県民の会／事務局 : 全岐阜県生協連

日　時 :６月24日（日）14:00〜15:30
講　師 : 藤

ふ じ も り

森俊
と し き

希さん 

ぎふ清流文化プラザ
（旧未来会館）
岐阜市学園町3-42

ア ク セ ス

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

■今年も「ヒバクシャ国際署名」を実施します!

5月28日（月）〜6月2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２週 24号



学習会学習会学習会

※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

おいしい通信信 145

No.277   各務原市鵜沼各務原町1-4-1　発行：生活協同組合コープぎふ 理事会 コープベル　　0120-706-887 コープぎふ

※　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

（次回7月1週

組合員　さん

組合員　さんの声

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回7月2週扱い予定）

組合員　さん

               
羽根つき餃子

488ｇ（麺200ｇ×2
                  ＋具＋つゆ）

754990

（税込861円）
798円

（税込306円）

488ｇ（麺200ｇ×2488ｇ（麺200ｇ×2
                  ＋具＋つゆ）                  ＋具＋つゆ）

（税込306円）
284円

【うなぎ日本一の町、一色町】
穏やかな三河湾に面し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた愛知県西尾市一色町で
は、日本の生産量の約4分の1を出荷し、市町村単位では全国一位を誇っています。

共同購入事業

コープ共済ニュース

̃うなぎをお得に食べよう～

西濃地域のたすけあいを考える会

                主人が、「お店よりも美味しい」
と、すごく喜んで食べてくれます。2人暮
らしになったけど、白いご飯と一緒に食べ
ると、ペロッと食べてしまいます。この餃
子だけは、“トクダネ！”や“ベストプライス”
でなくても買います！

・身がフワフワで本当に美味しい ！
・また土用の丑は生協でうなぎを
　買いたい ！

裏表紙商品案内
6月 2週 　 　　　　　　おそば好きな以前の担当さん

のオススメで試した商品ですが、とって
も美味しかったです!!冷凍なのにスープ
まで美味しい。私はそんなにおそばが好
きな方ではありませんが、これだけは頼
もう ！ と、思った商品です。

商品案内
6月 2週

凍

P37

（次回7月1週

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。
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（税込861円）（税込861円）
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                主人が、「お店よりも美味しい」
と、すごく喜んで食べてくれます。2人暮
らしになったけど、白いご飯と一緒に食べ
ると、ペロッと食べてしまいます。この餃
子だけは、“トクダネ！”や“ベストプライス”
でなくても買います！

裏表紙裏表紙裏表紙商品案内
6月 2週

488ｇ（麺200ｇ×2488ｇ（麺200ｇ×2488ｇ（麺200ｇ×2488ｇ（麺200ｇ×2凍

乱切り                 　　
大盛りかけそば

葬祭サービス コープのお店

提携社（美・エピローグ）の新たな葬儀
式場が土岐市にオープンしました！

2018年5月3日

式場名：美・エピローグ土岐　              
            （土岐市土岐口南町1-53)
※ 美・エピローグ土岐では家族葬を中心と     
   して50名様程度までご参列できます。

式場見学、葬儀事前相談、葬儀費用の見積り
にも随時対応いたします。ご希望の方は下記の
問い合わせ先へご連絡ください。

美・エピローグ土岐外観

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

( 日曜休み )
コープぎふ
葬祭サービスお問い合わせ

商品案内 6月2週・P7

愛知県三河一色産うなぎきざみ蒲焼
（お茶碗サイズ）

※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回7月1週扱い予定） （税込1,598円）（税込1,598円）

1,480円

エンディングというと「私にはまだ早いわ」、
「ボチボチ考えるわ」、「親に書いてもらうわ」
と様々な反応が返ってきます。人生のエンディ
ングは誰もが迎える、と言うことは分かってい
ても、準備をするときを決めかねてしまう人が
多いですね。これからどう生きるかが大事。よ
りよく生きるための「ライフデザインノート」を
作成した方からお話をお聞きして、おしゃべり
しながら書き込んでみませんか？

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 )
コープぎふ
くらしたすけあいの会事務局

お問い合わせ
お申し込み

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。

始めてみませんか、地域での“たすけあい”私にでき
ること、みんなでできたら良いことを話し合いましょう！

日 時　6月13日(水)13：00～15：00
会 場　コープぎふ西濃支所
           （大垣市古宮町丸池129-1）   

北海道フェア
～コープでみつけたおすすめ北海道～

六花亭
マルセイバターサンド

花畑牧場 もちっぷす

毎回
好評

花畑牧場 もちっぷす

ホワイトチョコレートとレーズン、
北海道産生乳100%のバターを
あわせたクリームサンドのビスケット

●生キャラメル
●ミルクチョコレート

【おとうさん、あのね～】
最近ようやくおしゃべりができるようになったわが子。
かわいいこの子のために明日からがんばろう。と
お父さんは心の中で思っています。
今週配布のチラシでお父さんの保障をぜひこの機会に見直し
してみてはいかがでしょうか？

コープ共済センター
生活協同組合コープぎふ 　 0120-161-913 受付 /9:00～18:00

（日曜休み）
コープ共済センター
生活協同組合コープぎふお問い合わせ

恵那中津支所
吉田敦子さんが聴いた声

岐阜西支所
田中詩帆さんが聴いた声

6月9日（土）
     ～10日（日）

日 時　6月9日(土)10：00～12：00
会 場　コープぎふ　各務原支所会議室
            （各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
講 師　ライフデザインノート
        「ゼロの昇天」編集委員のみなさん
参加費　３００円（ライフデザイン
                              ノート代の一部）
資料準備の都合上、6月5日(火)までにお申し込みください。

200ｇ（50g（固形量30ｇ＋たれ）×4）凍

084 早期注文価格

TVCMみてほしいのだ ！

コープ共済センター 0120-161-913

TVCMみてほしいのだ ！TVCMみてほしいのだ ！

2018年5月28日～
6月17日まで  放映中 ！

※美・エピローグには上記の葬儀式場の他に
   多治見市にも1ヶ所葬儀式場があります。

●食べやすい一口サイズにカットした少量パック。
●甘さと辛さのバランスを整え、ご飯に絡むようタレを5g増量リニューアルしました。

／通常注文価格より100円おトク！＼

サクサクの美味しいおかき
に花畑牧場の生キャラメル・
ミルクチョコレートをしみ込
ませました。

人生これから ！終活・エンディング


