
東北へ! 熊本へ!
ボランティアバス参加募集のご案内

東北へ元気を届けに

熊本へ元気を届けに

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。
最近は、被災地の報道もめっきり少なくなり、ボラバス
の参加者も減っています。ですが、被災地ではまだまだ通常生活がおくれてい
ない方がたくさんみえます。皆で元気を届けに行きましょう！

「 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

岐阜清流里山公園（美濃加茂）・JR名古屋駅太閤通り出発==車中泊==翌日活動 ==  
夜現地出発 == 車中泊 == 翌々日朝帰着

参 加 費 新規　一般：30,000円/人　リピーター：25,000円/人　高校生以下：26,000円/人

備 考 ・活動内容や行き先、日程は変更になる場合があります。ホームページでご確認ください。
 ・参加者が20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67回 8月17日（金）出発  仮設住宅又は復興住宅での交流等
第68回 8月31日（金）出発  仮設住宅又は復興住宅での交流等

第16回 7月30日（月）出発  夏祭り交流等   
第17回 8月24日（金）出発  仮設住宅又はみなし住宅での交流等

どなたでもご参加いただけます

ピースカフェのご案内
料理交流&おしゃべり会

～ヒロシマと言えばお好み焼き…お好み焼きと言えばヒロシマ～
ヒロシマに思いを馳せておしゃべりしましょう！

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

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

健康生活支援員養成講習

おたすま西濃 知って損は無い講座

高齢社会を共に支えあうことができるように、
健やかな高齢期を過ごすための健康管理、
地域での高齢者支援、自立を目指した介護の方法
などを学びます。

■講師：荒
あらびき

引真
ま ゆ み

由美さん（岐阜赤十字病院 副院長兼看護部長 認定看護管理者）

開催日 時　間 会　場

8月3日（金） 10：00～15：00 中川ふれあいセンター
（大垣市中川町4丁目668-1）

8月6日（月） 10：00～15：00 コープぎふ　西濃支所
（大垣市古宮町丸池129-1）

8月7日（火） 10：00～16：00 コープぎふ　西濃支所
（大垣市古宮町丸池129-1）

受講条件：15歳以上の方　※原則3日間受講となります
費用（教材費など）：900円
検定試験有：学科、実技（合格者には日本赤十字社より認定証
が発行されます）
定員：20名

締め切り 7月27日（金）

いっしょに学ぼう

※お子様連れはご遠慮下さい。
※筆記用具、昼食、お茶などは各自でご準備下さい。

恒例となりましたピースカフェでは今回、「ヒロシマ」をテーマに料理交流
おしゃべり会を開催します。お取引先のおたふくソースさんを招いて、お
いしいお好み焼きの焼き方を教えていただきます。9才の時広島で被爆さ
れた可児市在住の加田弘子さんのお話もお聞きします。
おしゃべりカフェはどなたでもご参加いただけます。

午後は13:30より平和懇談会を開催します。生協・地域での平和の取り
組みに関心のある方は、ぜひご参加ください。

会 　 場
主 　 催
参 加 費
お申し込み

内 容

ユニセフ夏休み子どもの広場に

ぜひお越しくださ〜い！

�7月26日（木）・27日（金）・28日（土）
30日（月）・31日（火）�
8月2日（木）・3日（金）・4日（土）　の8日間

時　　間　10：30から15：00まで

会　　場　�岐阜県ユニセフ協会事務所�
（コープぎふ本部内1階）�
岐阜県各務原市鵜沼各務原町1-4-1

★ユニセフ支援物資の実物に触れてみませんか？
★世界の子どもたちの現状とユニセフ支援について具体的に学びましょう。
★各自の興味・関心に合わせて対応いたします。

映像から世界の
子どもたち
のことを知ろう！

ユニセフＤＶＤ上映

自分たちの未来を

考えてみよう！

ワークショップ

★ユニセフのあゆみ

★�すべての子どもの命と健康を
守る

★すべての子どもに教育を

★これからの世界の目標とユニセ
フ�など

パネル展 ユニセフってなあに？

小学生から高校生、大人の方もお待ちしています。（幼児も楽しめます）

岐阜県ユニセフ協会☎058-379-1781 受付/9:00〜16:00
( 土・日・祝休み )お問い合わせ

外国コインの

選別体験もできます！

ご都合のいい時間にお越しください（事前予約不要）
参加費なし／プレゼントあります。

開催日

コープぎふ本部 大会議室(各務原市鵜沼各務原町1-4-1)

コープぎふ平和懇談会
200円
7月17日（火）までに 
お電話にてお申し込み下さい。

日　時 7月20日(金)10:30～12:30

日本赤十字社

７月９日（月）〜７月14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７月4週 30号



うちの子、生協の
芋けんぴが大好きなの。
お気に入りよ♪

とっても美味しいから
ぜひ他の人にも教えてあげ
てネ！

なるほど～ はい！
広めますありがとう

ございます 速水 速水
co・op co・op

速水
co・op

他のはちょっと甘すぎるのよね。
生協の芋けんぴが一番♥

co・opco・op

※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回8月2週扱い予定 大人も子どもも大好きな冷凍みかん。 上手な食

べ方を教えていただき、ありがとうございます ！

　　  九州の 芋けんぴ066
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スティック状にカットしたさつま芋を揚げ砂糖で味つけ。
素朴な味わいで美味しいですね。

151
中濃支所

速水舞香さんが
聴いた声

商品案内 ７月4週・P5

※ 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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大切なおしらせ
なのだ！

日頃より、CO・OP共済をご利用いただき、ありがとうございます。
この度、共済掛金振替につきまして変更がございます。

共済掛金振替の変更に関するお知らせ

詳しくは7月下旬に対象
契約者様へ発送する圧着
はがきにてご確認ください。

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

４０代からはじめる老後資金作り
～老後不安解消術 ！

可児市文化創造センターala
レセプションホール
（岐阜県可児市下恵土3433-139）

（12:30より受付開始）

会　場

日　時

定　員 100名（定員になり次第、締め切らせて　　　　いただきます。）

託 児あり お一人様200円 先着5名ほど　　
　　　　　　（事前にご予約ください）

2018年9月14日(金)
13:00～15:00

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

講師   深田  晶恵 氏
生活設計塾クルー取締役ファイナンシャル・プランナー
（ＣＦＰ®）  　外資系電機メーカーのＯＬから1996年にＦＰ
へ転身。セミナーでは「すぐできるマネープラン」を提案。
近著に「サラリーマンのための手取りが増えるワザ65」「住
宅ローンはこうして借りなさい・改訂6版」「定年までにや
るべき「お金」のこと」など。http://www.akie-fukata.com/                      
「ダイヤモンドオンライン好評連載中」

葬祭サービス

生活サービス

提携社（葬儀会館ティア）の新たな葬儀
会館が岐阜市にオープンします！

2018年7月28日

会館名：ティア梅林(岐阜市月丘町5-12)
ティア梅林は家族葬から 
小規模葬専用の会館です。

　会館見学、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。

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

※葬儀会館ティアには上記の会館のほか
   に岐阜県内に14ヶ所葬儀会館があります

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております。

７月２０日(金)土用丑の日

うなぎ蒲焼き （大）

うなぎ白焼き （大）

愛知県三河一色産 店頭炭火焼き

愛知県三河一色産 店頭炭火焼き

  当日価格

〈1尾〉

〈1尾〉

各2,280円 各2,180円
（税込2,463円） （税込2,355円）

➡予約価格

＋
＊一部対象外商品がございます。
＊電子ぎふっこカードもご利用いただけます。

5％割引いたします。
ぎふっこカードと組合員カードのご提示で
お買い物総額から

7月22日(日）は〝ぎふっこカードデー〟毎月　　　　
第4日曜日

ふとん丸ごと水洗い
ふとんの汚れは水洗いで洗い流しましょう ！

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
お申し込み

■自宅では洗いにくい敷布団や掛けふとん（綿・羽毛）も丸ごと洗えます ！

■天日干しや消臭スプレーでは取り除けないふとんの中の汚れまで丸ごと洗い　　
　流します。

■ふとんはご自宅まで回収・お届けをいたしますので、大きなふとんを持ってお
　出かけになる必要はありません。

汚れをそのままにしておくとダニ・カビ
の原因となります…。
1年に1度は水洗いすることをおススメ
しております。

東海コープ　ふとん水洗い 検索 スマホ・タブレット
はこちらから➡ 

ウェブサイトからも詳細確認・お申し込みいただけます。

九州の

芋けん
ぴ

今年もやります ！ くらしの見直し講演会のご案内

［CO・OP共済ニュース］

お申し込みはお電話でお気軽にどうぞ !

ふ か  た 　 　   あ き え

7月18日（水）までご予約承り中

うな重 （松）

うな重 （竹）

愛知県三河一色産

愛知県三河一色産

  当日価格

  当日価格

1パック

1パック

  2,480円

  1,480円

  2,280円

  1,380円

（税込2,679円）

（税込1,599円）

（税込2,463円）

（税込1,491円）

➡

➡

予約
価格

予約
価格

惣菜コーナー

・料金など詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

ごはんは岐阜県恵那産　
こしひかりを使用


