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脱退時の「出資金の返還時期」及び、 
減資時の「出資金の一部払戻し時期」を
2020年3月21日より変更します。

組合員のみなさまへ大切なお知らせ

　コープぎふではこれまで組合員のご都合による脱退（自由脱退）及び、減
資（出資口数の減少）について、組合員の利便性を優先して随時、出資金の
返還、一部払戻しを行ってきました。今回、法令順守の観点から消費生活協
同組合法第19条（自由脱退）、第25条（出資口数の減少）に基づく定款に応
じ、変更を行います。

組合員のご都合による脱退（自由脱退）時の
出資金返還時期について

2020年3月21日より、毎年12月20日までの申請受付分について
は翌年4月に出資金の返還をさせていただきます。
※�県外への転居や組合員ご本人がお亡くなりになった場合など（法定脱退）は従来と
同様に商品代金のご精算完了後に随時、出資金の返還をさせていただきます。

減資した口数に応じた出資金を 
払い戻す時期について

2020年3月21日より、毎年10月1日から12月20日までを申請受
付期間として、翌年4月に出資金の返還をさせていただきます。

2020年3月21日より、毎年10月1日から12月20日までを申請受付期間と
して、4月に出資金を返還させていただきます。

2020年12月20日まで

2020年12月21日～
2021年12月20日まで
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自由脱退の手続と返還のスケジュール

減資の手続と返還のスケジュール

2020年3月21日より、申請の受付日が12月20日までか、12月21日以降か
で出資金をお返しする時期が図のように異なります。

おたがいさま東部事務所 ☎080-5812-5208

総会に参加しませんか？
「くらしのたすけあい活動」に取り組む三つの会の総会が開催されます。
2018年度の振り返り、2019年度すすめること、そして事例交流や体験
講座があります。「たすけあい活動」に関心のある方、会に入っていなく
ても大丈夫！ご参加をお待ちしております。

※各会場、昼食を用意しています。　※お問い合わせ・お申し込みは、下記の各事務局までご連絡ください。

くらしたすけあいの会事務局 ☎058-370-6876
☎0577-32-8986おたがいさまひだ事務局

おたがいさま東部

おたがいさまひだ

くらしたすけあいの会

4月13日（土）◆10:30〜11:30 総会
◆11:45〜13:00 懇親会　

コープぎふ多治見支所（多治見市旭ヶ丘10-6-100）
3月29日（金）

日時：

会場：
申し込み締め切り：

参加費300円

参加費無料

参加費無料

4月20日（土）10：30～13：30
高山市民文化会館（高山市昭和町2-68-1）

4月18日（木）

日時：
会場：
申し込み締め切り：

4月23日（火）◆10：30〜12：00 総会
◆13：00〜14：30 体験講座　

ワークプラザぎふ 5階大ホール（岐阜市鶴舞町2-6-7）
4月16日（火）

日時：

会場：
申し込み締め切り：

おたがいさま東部 おたがいさまひだくらしたすけあい会の

コープぎふ　
経理グループ

受付/9：30～17：30
(土・日曜休み)☎058-370-6862

受付/
10：00～16：00
（土・日・祝休み）

夕食宅配サポーターさん募集中！
ご利用者拡大に伴い、夕食宅配のお弁当を配達していただくサポーターさんを募集します。

★�コープぎふの組合員さんなら、どなたでもご利用い
ただけます。

★�基本月曜日～金曜日の５日単位でお届けしています。
※�土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始はお休みです。

★�くらしに合わせて選べる�「お弁当（ごはん付）」「おかず
（ごはん無し）」の２コース

★お届けエリア
岐阜市、大垣市、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、関市、�
美濃市、多治見市、可児市、岐南町、笠松町、北方町、富加町、
安八町、恵那市、中津川市

★お気軽にお問い合わせください。担当者がご説明と手続きにお伺いいたします。

〈仕事内容〉　夕食弁当をお届けし、地域にお住まいの方の生活をサポートするお仕事です。
〈曜日・時間〉（午後からの時間にお仕事ができます）
　月曜日～金曜日の 5日間（土・日・祝日・年末年始はお休みです）
　１３時頃～１８時迄のご都合の付く数時間で夕食をご家庭にお届けします。

〈募集エリア〉岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、本巣市、北方町、多治見市、可児市　
〈募集人数〉（若干名）　 
〈募集条件〉　�要普通免許（自家用車使用の場合）・要携帯電話�

中高年の方や主婦の方も歓迎します。
〈委託料〉　お届け食数に応じて料率を定めた委託料をお支払いします。

コープの夕食宅配

※�一部お届けできないエリアがございます。

月曜から金曜まで
毎日お届けします。

管理栄養士 富田さん

栄養士が５日間
の栄養バランス
を考えています。

「お弁当コース」
１週間(５日分)2,805円（税込）

「おかずコース」　
１週間(５日分)3,075円（税込）

●�育児中の方
●�ひとり暮らしの方
●�お仕事が忙しい方
●�ご高齢の方、�
離れて暮らすご両親に

こんな方にご利用
いただいています

３月25日（月）〜３月29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
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コープぎふＣＯ・ＯＰ共済
107,489人の加入者の輪

※�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 184
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※　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

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4月4週扱い予定）（次回5月2週扱い予定）

組合員　さん

80g

025

商品案内
4月2週 P34商品案内

4月2週 P2

245
 264

各務原支所
水口美砂代さんが聴いた声

岐阜南支所
土田めぐみさんが聴いた声

　�　　　　　���� � �市販品も含めてたくさん種類
がありますが、生協のとりそぼろが一番おい
しいと、孫が喜んで食べます。

���������������������������　すごく美味しいです！
普通のカレーってお肉が溶けこんでしまっ
て形が残っていないけど、これはお肉の
食感が残っています！おすすめです！！

        とりそぼろ
（国産鶏ささみひき肉使用）

250ｇ（1人前）凍

神戸三田屋　ビーフカレー
（サイコロステーキ入り）

657

  440
  475

  288
  311

10：00〜15：00
�※�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。

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。

◦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
4月11日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）
4月17日（水） 長 良 店   （岐阜市長良福光南町 7-17）
4月18日（木） 多治見店　（多治見市京町 4-109）
4月20日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
4月24日（水） 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）
4月25日（木） 尾 崎 店 （各務原市尾崎西町 5-30）

時　間

無料・予約不要 保 障 相 談 デ ー

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

※�一部対象外商品もございます

 4月7日（日）は組合員カードの
ご提示で５% オフセール

毎月第一日曜日

子どもが乳幼児の時に加入して以来、今まで何度か共済金
のお陰で助けられました。請求の電話対応も丁寧で分かりや
すく、とても安心できます。優しいお言葉や手紙に同封して
ある折りづるに心があたたまります。

※お支払い内容や共済金請求書類につきましては、ご契約内容・ご請求内容によって異なります。
ＣＯ・ＯＰ共済に加入するには出資金をお支払いいただき、お近くの生協の組合員になることが必要です。ＣＯ・ＯＰ共済の詳しい保障
内容は商品パンフレットをご覧ください。

岐阜市　Ｉ様より

ありがとうの声を紹介します
今までたくさん助けてもらっています。

2019年2月20日現在　共済事業データより

生活サービス 宅配水「アクアクララ」
入会キャンペーン実施中！

キャンペーン期間中はおトクな選べる２種類から
①今すぐお得にはじめたい方は　『はじめてセット』
　・「ウォーターボトル12Ｌ×4本」が、
　　ボトル1本分1,200円(税抜)の料金でご利用いただけます。
　・ウォーターサーバー設置月＋2ヶ月の
　　計3ヶ月分のあんしんサポート料が無料
②まずは試したい方に　『無料お試しセット』
　・「ウォーターボトル12Ｌ×1本」無料
　・ウォーターサーバー1週間無料

キャンペーン期間　9月27日まで
※キャンペーンの詳細など、詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

手肌にやさしく、洗い上がりふんわり、
高い洗浄力が魅力のせっけんです！

お米のぬかから生まれた植物性台所用粉
せっけんです。米ぬか由来の油脂が主原料
なので、手肌をやさしく守ります。優れた洗
浄力と持続性で食器やふきんなどの油汚れ
もすっきりと洗い落とします。

合成界面活性剤・蛍光増白剤
は一切使用しておりません。
弱アルカリ性、無香料

惜しまれつつ廃番になった
米ぬか石鹸が
組合員さんの声で復活しました
商品案内
4月2週

330g

1001 台所用 
米ぬか粉せっけん

P73

使用イメージ

組合員　さんの声

コンロの油汚れやふきんを洗うのに重
宝します。手も荒れなくてとても良い
のよ！

お皿を洗い終わった後、手がつやつや
でびっくり！

油汚れのベタベタにふりかけて拭くとす
ごくキレイになります。力を入れなくても
汚れが落とせるし、拭いた布もベタベタ
にならないから良いです。

台所の汚れ、換気扇やガスコンロ周りな
どの汚れが本当によく落ちます。キズも
付かずとってもいい ! !

（次回5月3週扱い予定）

CO・OP共済ニュース

加入者の方
からの


