
Let's チャレンジ
コープぎふ　2018年度

参加者募集中！レッツ

住　宅

緑のカーテンづくり、寄せ植え、野菜作り、お菓子作り、ウォーキング、市民
マラソンに参加、ヨガ、産地見学、公園の清掃ボランティア、ハロウィンパー
ティー、DIY(自分で作ったり修繕したり飾ったりすること）、そば打ち、美術
鑑賞、老人施設で歌う、フリーマーケットに参加、フラダンス体験、小旅行、絵
本の読み聞かせ会、節電対策、その他た＜さん…

チャレンジに要した費用の領収証をとっておいてくださいね。
※チャレンジのあとの一服　お茶代、お菓子代というのもokです！

「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。「普段できない〇〇」「初めての
〇〇」「久しぶりの〇〇」＜らしが元気になること、くらしの潤いを
考えてみませんか。

☆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

☆�内容を簡単にお書き下さい。決まっていなけれ
ばなくてもOKです。

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.� �1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？

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

コープぎふのHPをご覧ください
コープぎふ レッツチャレンジ楽しく行われた

チャレンジテーマを紹介します。

申し込み受付
しております

会場

会場

コープぎふ益田支所
（下呂市萩原町西上田1737）

コープぎふ可児店（可児市下恵土2817-1）

日　時

日　時

参加費無料

参加費無料 当日参加OK

7月27日（金）
13：00～15：00

8月8日（水）10:00～12:00

住まいのご相談に、専門家と生協住宅担当者で対応します。
要予約 2日前までにご予約ください

益田支所・住まいの相談会

可児店・
住まいの相談会＆タイル工作

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

( 月〜土 )
お問い合わせ
お申し込み

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

アイスクリームを一緒に作って楽しみましょう!

フタバ食品さんに教えていただきます。

日時　�8月22日（水）�
10:00〜12:00

会　場　コープぎふ各務原支所
持ち物　エプロン、タオル
参加費　�無料��

お子様連れ歓迎です。
定　員　�15名

申し込み締め切り 8月３日（金）
応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

主催／くらしたすけあいの会

アイスクリーム作り
交 流 会

7月16日（月）〜7月21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8月1週 31号



※ 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 152

No.284   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

（次回扱い未定

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。
（次回8月5週扱い予定）

組合員　さん

田丸屋の　　　　　　　　
わさびめし

870

                1個ずつ個包装になっている
から、お弁当に入れることもできてすごく
便利です。しょうゆの味もするので、ご飯
によく合います。

P43商品案内
8月 1週 　 　　　　　　 これは濃いんです ！ 塩辛い

とかそういう濃さじゃなくて、旨みが濃
いです。野菜にかけて食べたりします。

商品案内
8月 1週 P52

（次回扱い未定

組合員さ

※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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から、お弁当に入れることもできてすごく
便利です。しょうゆの味もするので、ご飯
によく合います。

P43P43商品案内
8月 1週

日本の                              
野菜・果実ソース

中濃支所
速水舞香さんが聴いた声

3284
500㎖ 恵那中津支所

可児弘さんが聴いた声

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

日　　程 会　　　　　　場
8月 7 日 （火） 中 濃 支 所（関市西本郷通6-4-6）
8月 9 日 （木） 多 治 見 店（多治見市京町4-109）
8月10日（金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）
8月11日（土） 飛 騨 支 所（高山市石浦町6-20）
8月14日（火） 岐阜西支所（岐阜市西河渡1-55）
8月15日（水） 長 良 店（岐阜市長良福光南町7-17）
8月16日（木） 恵   那   店（恵那市長島町中野2-5-1）

生協のライフプランアドバイザーによる

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。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。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。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。
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1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

※ 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。

要予約

参
加
者
の
声

大変丁寧にわかりやすく、ひとつひとつの契約内容について教えていた
だき、ありがとうございました。

蔵
わさびめしわさびめし 258

278
※ 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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［CO・OP共済ニュース］

「いつでも注文カタログ」をご存知ですか？

いつでも注文カタログでしかご利用できない商品もございます。

注文番号は3899※無料
「いつでも注文カタログ」は、1ヶ月お手元に保管いただき、
どの週でもご注文いただけるカタログです。e-フレンズの
Webカタログでもご覧いただけます。

組合員さんに大好評の声をいただいています◇「いつでも注文カタログ」をご利用ください◇

Ｐｏｉｎｔ1

Ｐｏｉｎｔ2

Ｐｏｉｎｔ3

Ｐｏｉｎｔ4

米粉を使った麺や
パンのコーナー

いつでもおトクに！

子ども用オムツが

お買い得！

注文番号は3899※無料

オーガニック商品のコーナー

「いつでも注文カタログ
1ヶ月間いつでも注文できる

＜食　　　　　品＞　いつも使うものだから分かりやすくご案内しています！
＜すくすくくん＞　 卵・牛乳などの材料を使用していない食品や調味料などをご案内。

大豆・小麦・米のアレルゲン表示あり。
大きく見やすい見出しでご案内しています。また、組合員さんから要
望の多い、特定原材料不使用の商品、米粉商品も追加しました。

＜ミルク・離乳食＞　 離乳食づくりに手軽で便利な商品を集めました。レシピも紹介してい
ます。

＜ベビーケア用品＞　用途に合わせ品揃えを充実しました。
「トクだね」「Best　Price」価格でオムツもお買い得に！！

　
離乳食のための商品や持ち運びが大変なミルクやオムツなどの品揃
えを充実させ、安心価格でご利用いただけるよう、応援します。

＜介 護 食＞　 かむ力・飲み込む力に合わせて選んでいただけます。有機栽培素材
を使った商品もご案内しています。

＜シニアケア用品＞　ぬれタオル、からだふき、消臭スプレーなど、用途に合わせてご利用
＜シニア衛生用品＞　いただけます。

いつまでも健やかに過ごしていただくための商品です。一人一人の想
いに寄り添ってご利用いただけます。

＜ペットフード＞　 わんちゃんにもねこちゃんにも満足してもらえるよう、商品を充実しま
した。

＜ペ ット 用 品＞　臭いや歯磨きに関する商品を揃えました。

家族同様、いつまでも元気でいてもらいたいですね。

ご利用明細書について
口座振替日の前に「ご利用明細書」をお届けし
ます。前月の16日から当月の15日までのご
利用金額を請求していますので内容の確認を
お願いいたします。また引き落としができない
場合は、お手続きに関わる手数料200円をご
負担いただき、また一時ご注文をお受けでき
なくなることがありますのでご注意ください。

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。

［CO・OP共済ニュース］

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

大切なおしらせ
なのだ！

米粉を使った麺や米粉を使った麺や
パンのコーナーパンのコーナー

＜ベビーオムツ＞


