
ピース
アクション
２０１９

募 集 内 容
ピースアクション 

in ヒロシマ
ピースアクション 

in ナガサキ
日程 ８月４日（日）～６日（火） ８月７日（水）～９日（金）

予定行程

●広島平和記念資料館見学
●被爆者の証言
●碑めぐり(フィールドワーク)
●子ども平和会議（小・中・高生のみ）
●ヒロシマ虹の広場
●8月6日 慰霊式典参加　等

●長崎原爆資料館見学
●被爆者の証言
●生協平和のまち歩き
 　 (フィールドワーク)
●ナガサキ虹の広場
●8月9日 平和祈念式典参加　等

募集対象
８名（親子での参加を歓迎します）

※子どもは小学4年以上、大人のみも可
※応募者多数の場合は抽選

２名
※対象は大人を基本にします。
※応募者多数の場合は抽選

＊同行者 理事、職員も同行します

参加費
※ ご案内の金額は

18年度の参加
費です。19年度
参加費は確定後
にお知らせいた
します。

大人　　22,000円（中学生以上）
子ども　20,000円（小学4年～6年）
※参考価額（18年度の実績です）

大人　30,000円（中学生以上）
※参考価額（18年度の実績です）

※参加費には交通費・宿泊費・食事(朝食2回)・イベント参加費が含まれます。
※ この企画の費用は平和カンパからの補助で一部まかなわれています。
※ 補助の対象は大人１名、子ども１名です。それ以上の申し込みは可能ですが、

対象を超えた方の参加費は全額負担となります。

今年も2泊3日の平和の旅を実施します。ヒロシマ・ナガサキの地で、
あらためて平和について考えてみませんか！

●�このイベントに関する運送・宿泊に係わる手配は、(株)トッパントラベルサービスが行っています。
●�行程企画・参加費については18年度実績です。参加費の詳細は確定後あらためてご案内いたします。

【締め切り】６月14日（金）

● 事前説明・学習会 ７月20日（土） 10:３０～１２:３０
● まとめの会 9月7日 ( 土 )10:30～12:30
　どちらも コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

※�参加される方は上記の会に出席いただきます。また終了後感想文の
提出をお願いしています。

参加にあたって ※予定

 in ヒロシマ・ナガサキ参加者募集
親子での

参加大歓迎!

住　宅

タカラ多治見ショールーム （可児市下切 1431）

参加費無料

会 場

日　時 6月 8 日（土）10：00～16：00

住まいるフェア

コープぎふ恵那店 多目的ホール
(恵那市長島町中野2-5-1)

参加費無料
当日参加 OK

要予約

会場

日　時 ６月１日（土）10：00～12：00

リフォームポイント講座

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～　リフォーム相場と見積書の見方
②10：50～　屋根・外壁　塗替えのポイント
　11：30～　住まいの相談(外壁、水周り、暑さ・寒さ対策など）

①10：10～　 NEW  他とは違う！ 建築士とリフォーム
②10：55～　 NEW  建築士の仕事 ビフォー・アフター　
③11：40～　屋根・外壁 塗替えのコツ　
　12：20～　質問＆相談タイム

■新築の基礎講座

■リフォームの基礎講座 (講座内容をリニューアル)　

失敗しないリフォームのコツ、教えます。

設備機器を体感しながらご相談にお応えします。
興味のある講座や相談のみの参加もＯＫ！

②を受講された方に
｢外回り診断無料券｣

プレゼント！

（前日までにお電話にてご予約ください）

③を受講された方に
｢外回り診断無料券｣

プレゼント！

核兵器禁止条約採択2周年記念講演会

 ピースウェーブ2019 in ぎふ
〜核兵器のない世界を〜

核兵器のない世界に向かって情勢が動き出しています!
2017年7月に核兵器禁止条約が採択され、2019年2月までに、22の国と
地域が批准しています。批准国が50か国に達した時点で90日後に条約は
発効されます。本当に核兵器のない世界は訪れるでしょうか?日本にとっ
て核の傘が必要だといわれていますが本当でしょうか?中村先生に明確な
メッセージを伝えていただきます。

■会場アクセス
　JR岐阜駅から徒歩約10分

【バスでお越しの方　岐阜バス】
①岐阜駅ターミナル

10番「旦ノ島・南柿ヶ瀬行」、11番市内ループ右回りにて“文化
センター金神社前”下車　徒歩1分

②名鉄岐阜駅ターミナル
5番「旦ノ島・南柿ヶ瀬行」にて“文化センター金神社前”下車徒歩1分

主催:ヒバクシャ国際署名をすすめる岐阜県民の会

■プロフィール
長崎大学核兵器廃絶研
究センター（RECNA)
准教授。神奈川県生
まれ。米モントレー
国際大学大学院修了。
2001年よりNPO法人ピースデポ（横
浜）の専従スタッフとして核問題に取
り組む。2006年から2012年2月ま
で事務局長。2012年4月より現職。
専門は核軍縮・不拡散。大学生世代を
核問題の国際会議に派遣する「ナガサ
キ・ユース代表団」など若手育成事業
の企画運営にも携わる。

柳 ヶ 瀬 N
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JR 岐阜

 中村桂子氏
長崎大学核兵器廃絶研究センター（RECNA)准教授

核兵器禁止条約の採択から2年 
～新しい未来を見つける～

 6月8日(土)14:00～15:30

岐阜市文化センター 小劇場 
（岐阜市金町5-7-2）
無料 ※申し込み不要です

講 演

会　場

参加費

日 時

講演テーマ

５月13日（月）〜５月17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5月5週 22号



ひとくちサイズの容器
に入った“もずく”、
子どもが好きなのよ。
すぐなくなっちゃうわ！

夏場は凍ったまま
お弁当に入れると、
お昼にはちょうど
食べ頃になるの。

   辻
co・op

そんなに

好きなんで
すね！

   辻
co・op

これからの時期、
たくさん企画されると
嬉しいわ！

そうです
ね！

   辻
co・op

へぇ～ !

co・op co・op

No.325

お弁当のおかずが足りない時にも便利です。
三杯酢 ・ 中華味の2種入りです！

191
飛騨支所
辻直樹さんの
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。
（次回扱い未定）

商品案内 5月5週・P7

お弁当用もずく（ミニカップ）
凍

089

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

189円
（税込204円）

葬祭サービス

CO・OP共済インターネット
ご加入キャンペーン

＊《たすけあい》《あいぷらす》(プラチナ85を含む)《ずっとあい》
※当選者の発表はプレゼント品の発送をもってかえさせていただきます。2019年9月中旬頃の発送を予定しています。
※CO・OP共済に加入するには出資金をお支払いいただき、お近くの生協組合員になることが必要です。

キャンペーン期間中に、WEBサイトから
CO・OP 共済の対象商品 いずれかに、   
新規ご加入いただいた方の中から抽選で

「マキタ 充電式クリーナ」(カラー：アイボリーのみ )
をプレゼント !

*抽選で

50
名様

契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会

※2次元コードは、スマートフォンに対応しております。
　その他の携帯電話から読み取ることはできません。

CO・OP共済ニュース

5月30日(木)まで期間

（土日祝日を除く
平日10時〜18時）　 0120-220-867キャンペーン事務局

インターネットで加入申込すると
①24時間お申込みが可能
②保障開始までの期間が短縮

詳しくは WEB サイトへアクセス コープ共済  キャンペーン

実施中

2次元コードからも
アクセスできるのだ！

お問い合わせ

※写真はイメージです。

K－73729－1903

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。

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
する事ができました。本当に助かりました。ありがとうございました。

※�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。

保障の個人相談会
相談無料

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。

10：00〜15：00開催時間

お一人　1時間程度

①10：00〜 ②11：00〜 ③13：00〜 ④14：00〜

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

要予約

参
加
者
の
声

日　　程 会　　場 住　　　所
6月  4日（火） 中 濃 支 所 関市西本郷通6-4-6
6月  7日（金） 各務原支所 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
6月  8日（土） 飛 騨 支 所 高山市石浦町6-20
6月11日（火） 岐阜西支所 岐阜市西河渡1-55
6月14日（金） 岐阜南支所 羽島郡岐南町八剣北1-209
6月18日（火） 益 田 支 所 下呂市萩原町西上田1737
6月21日（金） 西 濃 支 所 大垣市古宮町丸池129-1

人形供養＆葬儀相談会
のご案内

お願い　　　
ガラスケース、アクリル
ケース、陶器など、燃えな
い物は受付できません。巨
大な物、汚れの激しい物は
受付時にお断りする場合も
あります。

日程：6月2日（日）
◆人形供養受付　9：00～13：00
    供養開始：13：00 ※予定
　会　場　：ティア加納
                （岐阜市西明見町1-2）

　供養料　：コープぎふ組合員は
                  無料 ※一般の方は1,000円
　受付にて組合員カードをご提示
   ください
◆葬儀相談　10：00 ～ 15：00

5月26日(日）は
ぎふっこカード　
組合員カードと

ぎふっこカードのご提示で
お買い物総額から
5％オフ！

毎月　　　　
第4日曜日

＋

尾崎店感謝day

26日（日）11：00より
まぐろ解体市を開催します！

九州沖縄フェア
5月23日（木）～26日（日）

5月25日（土）・26日（日）

お楽しみに♪

108ｇ（18ｇ×2種×3）

父の日ギフト
初夏のケース予約の
お申し込みは

5月26日（日）まで


