
参加者
アンケートから

①13：20～　新築　はじめの一歩
②14：10～　新築　コストダウンの7法則
　14：50～　質問＆相談タイム

①10：00～　こっそり話す　リフォーム業界の裏事情
②10：35～　わが家の寿命をあと20年のばすコツ　
③11：20～　屋根・外壁　塗替えのコツ
④11：55～　　　　　　住まいの害虫とその対策　
　12：30～　質問＆相談タイム　
　　　　　　　　　　　　

住　宅

コープぎふ住まいるフェア　

新築の基礎講座

リフォームの基礎講座

会　場

参加者
アンケートから

コープぎふ可児店 2 階会議室
（可児市下恵土 2817-1)

安心して暮らせる、使い勝手の良い家にするための講座です。
興味のある講座や相談のみの参加もＯＫ！

日　時 4月6日（土） 10:00 ～16:00

・�検討するポイントがわかり、大変参考になりました。

・基本的なこともわからなかったので参加してよかったです。
・業者の選び方などがわかりました。

参加無料 前日までに要予約

コープぎふ公式Facebookを
ご存知ですか？知って得す
る商品情報や料理レシピ、お
店のイベント情報、学習会や
交流会のお知らせなど、くら
しに役立つさまざまな情報
をお届けしています！

コ ー プ ぎ ふ 公 式 Facebook 
ぜ ひ ご 覧 く だ さ い !

商品の使い方や
レシピ、メーカー・
生産者さんのこだわり

お店の
お買い得商品や
イベント情報

Facebookに
ご登録いただいて
いない方も

ご覧いただけます!

詳しくは

組合員活動や
交流会の
イベント情報

コープぎふの
各事業からの
お知らせ

コープぎふ Facebook

2次元コードからも
ご覧いただけます。

※�フォローにはFacebookの�
アカウント登録が必要です

フォローボタンを押して
いろいろな情報をチェック!

2019年度（2020年春）正規職員募集

採用説明会のお知らせ

会　場：コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
　　　　　 JR「各務ヶ原駅」または名鉄「名電各務原駅」から徒歩7分

・「コープぎふ」ってどんなところ?、どんな仕事があるの?
・生協商品を食べながら先輩職員と座談会 など

電話またはメールでお申し込みください。
（各日程2日前締め切りです）
＊�説明会への参加を採用試験への申し込み条件とさせていただきます。
　（上記の日程での参加が難しい場合は、ご相談ください）

＊車でお越しの方は職員駐車場をご利用いただけます。

総合職（就職後は共同購入事業部門 地域担当者として配属）
・  2020年3月に短大・専門学校・大学・大学院を卒業・修了予定

の方（外国人留学生は除く）
・  2016年4月〜2019年3月までに短大・専門学校・  

大学・大学院を卒業・修了された方（第二新卒者）
不問

 詳しくは、コープぎふホームページ「採用情
報」またはマイナビの企業ページをご覧いた
だくか、お電話にてお問い合わせください。

採用アプリができまし
た!「コープぎふ」を登
録すると、最新情報が
届きます。コープぎふホームページ採用情報

▲

採用
説明会

内容

お申し
込み方法

募集職種

募集対象

学部条件

ご家族やお知り合いの方にぜひお声掛けください。

① 3月23日（土） ②3月31日（日） 
③4月3日（水）全日程13:00～16:00

（12:30受付開始）

季節企画

３月18日（月）〜３月22日（金）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

2019年４月１週 14号



co・op co・opco・op

へぇ～
ゆずの
ポン酢？

香りがすごく
いいですヨ！
商品案内に
月1回くらい
載っています！

こんにちは～

co・op

co・op

co・op

知らなかった～

co・op co・op

ねえ、このポン酢知ってる？
すごく美味しいのよ♥

特に鍋の時期は欠かせ
なかったわ！

香りがいいんだ。
主人がこういうの
好きだから買って
みようかな♪

No.317

ゆずの産地で有名な高知県のゆずに、利尻昆布と鹿児島産の
かつお節のだしをブレンド。さわやかな香りとまろやかな味わいが特
徴です !

183
西濃支所

佐竹美穂さんの

日報より

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回5月1週扱い予定）

商品案内 4月1週・P50

生協のライフプランアドバイザーによる

「入っている保険の内容がよくわからない」「見直ししたい」など、生命・医療・
がん保険（共済）・学資など保障に関することなら何でもご相談下さい !
一緒に考え、安心につながるお手伝いをさせていただきます。

相談会の前営業日までに下記まで、お電話にて
お申し込みください。

保障の個人相談会 相談無料

ご都合の悪い方は、別の日程でお受けできる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

要予約

参
加
者
の
声

将来に不安を感じていましたが、保障の見直しをした事で、少し安心
することができました。本当に助かりました。ありがとうございました。

①10：00～ ②11：00～ ③13：00～ ④14：00～
10：00 ～15：00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

日　　程
4月 5 日（金） 各務原支所 各務原市鵜沼各務原町 1-4-1

4月 9 日（火） 中濃支所 関市西本郷通 6-4-6

4月12日（金） 岐阜南支所 羽島郡岐南町八剣北 1-209

4月13日（土） 飛騨支所 高山市石浦町 6-20

4月16日（火） 岐阜西支所 岐阜市西河渡 1-55

4月19日（金） 西濃支所 大垣市古宮町丸池 129-1

4月23日（火） 益田支所 下呂市萩原町西上田 1737

（税込429円）
398円

ゆずのぽん酢
300ｍｌ

3190

葬祭サービス 葬儀学習会のご案内

対　　応

参加申込み

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  

コープぎふ　葬祭サービス担当

開催日前日までにお電話にてお申し込みください

日　時 会　場
4月  6 日（土）

10：30
〜

12：00

益田支所（下呂市萩原町西上田1737）

4月10日（水） 飛騨支所（高山市石浦町6-20）

4月16日（火） 豊格院ファミール瑞浪（瑞浪市北小田町2-119）

4月19日（金） 恵那店（恵那市長島町中野2丁目5-1）

※提携社式場　※下記案内図参照

日　程 会　場 住　所

3月30日(土)～31日(日)		

恵那店10周年祭

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

母の日ギフト 父の日ギフト
好 評 承 り 中

4月７日(日)まで 4月28日(日)まで

5月1日(水)まで 5月26日(日)まで

早期割引 早期割引

お申込み お申込み

お得な お得な

からのおしらせ

申し込みの締切日は毎月1日に変更 になりました。

申込受付締切日 4月１日（月）
初回掛金振替日 5月7日（火）
契 約 発 効 日 5月8日（水）

申込受付締切日 5月１日（水）
初回掛金振替日 6月5日（水）
契 約 発 効 日 6月6日（木）

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）の新規加入

申込日が
4月1日（月）を

過ぎると

4月1日の申込日を過ぎると
契約の発効が1 カ月遅くなってしまうのだ !

『　 　　 　　　』

おしえてコーすけ　　引越し編

全国どこへ引越ししても生協の組合員である限り、共済は続
けていくことができます。ご加入者様が引っ越し等で現在の
生協をご利用できない場合は、転居先の地域の生協加入が
必要となります。転居日・転居先が決まっているようでした
ら、下記コールセンターへお電話ください。（お引越し後にご
連絡いただいてもかまいません。）

お問い合わせ

CO・ＯＰ火災共済はこちらから 　 0120-603-143

引越し前

①連絡

転居

③生協加入手続き
②連絡

組合員さんには①③の手続きをお願いしています 引越し後
現在加入生協 引越し先の地域の生協

Q、組合員さんから引越しの予定があるんだけど、共済は
続けられるの？ってきかれちゃった。今入っている共済は解
約しないといけないのかなぁ？

おかげ様で

10周年


