
Let's チャレンジレッツ

コープぎふ　

2019年度

ママ友会を開催しました。同じ保育園ですが、お迎えの時に会えば挨拶する程度
。

子ども同士が上の子も下の子も同じクラスでお友達だったので、今度お家で遊びた

いと子どもに頼まれ、お友達のママに連絡先を聞きました。同じ年の子どもを持つ

悩みを共有できたり、情報交換ができて、親にとってもすごく楽しい時間が過ごせ

ました。子どももとても仲良く遊べました。ママ友会って面倒かなぁ

と思っていたのですが、やって良かったです。 申し込み受付
しております

「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。昨年度、761件1,853名のお申し込みがありました。
「初めての○○○」「久しぶりの○○○」「普段できない○○○」あなたもチャレ
ンジしてみませんか？

☆募集締切:2019年12月21日(土)まで
☆実施期間:2020年 1月18日(土)まで

☆チャレンジ内容が決まっていなくても大丈夫!
   内容が決まっていれば、簡単にお書き下さい。

こんなことにチャレンジします!!2019年度「　　　　　　　　　 」申し込み用紙
申し込み日　2019 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

☆「　　　　　　　　　」の約束ごとLet's チャレンジ
レ ッ ツ

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？

チャレンジ
事例

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

1.  一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。

ひとりでも
OKです！

参加者募集中！

趣味

料理作り

商品を囲んでの
おしゃべり会

健康

団体名 所在地 事業名

NPO法人 心をつなぐホースセラピー                                                              
ぐりん・はあと 本巣市 ホースセラピー等の体験を安全安心

に進めるため仮設トイレや柵を設置

NPO法人 仕事工房ポポロ 岐阜市 フリーマーケット
「ポポロ自由市場」に伴う備品整備

ぎふ場面緘
かんもく

黙親の会 
〜stand by me〜 岐阜市 講演会「園・学校における場面緘

かんもく
黙

の理解と支援」の開催

盲重複児・者のこれからを考える会 
ポコアポコ 岐阜市 社会活動支援のための

業務用オーブン等を購入

岐阜健康友の会 藍川支部 岐阜市 活動拠点「ほっとはうす」の
スロープ等をリフォーム

任意団体ハッピー・ハーモニー 岐阜市 障がい児と親が気兼ねなく
音楽を楽しめる場を提供

公益社団法人  岐阜県建築士会
まちづくり委員会 福まち部会 岐阜市 住み慣れた家で暮らし続けるため

の相談の受付

ほっぺの会 岐阜市 食育講座やクッキングを通じて
子どもたちを支援

一般社団法人 
サステイナブル・サポート 岐阜市 障がい者のご家族を対象に

勉強会と茶話会を実施

みんなのいえ つなぐ 各務原市 子育て中の親子が集える
わらべうた遊び会を開催

ときつこども食堂 土岐市 毎月食事会を開いて
異世代交流の場をつくる

岐阜県肢体不自由児・者父母の会
心理リハビリテイション部会 親の会 中津川市 心理リハビリテイション（動作法）

療養キャンプを実施

NPO法人 ワンハート 関市 自家栽培のお茶を計量するための
自動計量器購入

　「福祉活動助成基金」とは、コープぎふの組合員さんが参加する岐阜県内の非営利的な福
祉活動をすすめる団体・組織を資金面で応援する制度です。2006年の制度開始以来、のべ
188団体に助成を行ってきました。今年度は22団体より申し込みいただき、書類審査・ヒ
ヤリング及び運営委員会で選考し、以下の13団体に総額2,384,200円を助成いたします。

2019 年度福祉活動助成金 助成団体のご報告 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。
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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20日（月）〜５月24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6月1週 23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 192

No.326   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

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。
（次回扱い未定）（次回6月4週扱い予定）

組合員　さん

280ｇ
007

商品案内
6月1週 P42商品案内

6月1週 表紙

各務原支所
黒田利佳さんが聴いた声

多治見支所
香村正規さんが聴いた声

　�　　　　　������鉄分を摂るために、口に合
わない他店のプルーンエキスを無理して食
べていました。ですが生協さんのプルーン
を食べたら、とても美味しかったです！！

���������������������������このライスバーガーはとても
美味しいです。子どももペロリと食べます。
休日のランチにはピッタリですね。甘いの
がいいみたいです。

        種ぬきプルーン　　　　　　
498円
（税込537円）

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
６月  ６日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）
６月12日（水） 長 良 店   （岐阜市長良福光南町 7-17）
６月13日（木） 多 治 見 店　（多治見市京町 4-109）
６月15日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
６月19日（水） 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）
６月20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

408
378

商品の取引先・生産者さんが、生協と組合員さんと連携して、組合員の皆さんの「くらしの願い」に応える商品づくりを進めるために設立された会です。　　　　　　　　は　　　　　　よりもお値打ちな価格です。虹の会とは

赤ちゃんとのくらしに役立つ生協
商品の詰め合わせBOXをお届け
します！

組合員さんはもちろん、生協に加入
されていない方にもプレゼントしています。
便利な生協商品をぜひお試しください！

多くの皆様からご応募いただいております！

※プレゼントはお子様お1人につき1つとさせていただきます。
※生協職員がお届けします。（お届けはコープぎふ配達エリア内に限ります）
　愛知県・三重県にお住まいの方については生協職員にご相談ください。

ハピハピボックス
プレゼント中！！

1歳未満のお子さまが
いらっしゃる方へ

大好評！！

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 6月１日（土）
初回掛金振替日 7月5日（金）
契 約 発 効 日 7月6日（土）

申込受付締切日 7月１日（月）
初回掛金振替日 8月5日（月）
契 約 発 効 日 8月6日（火）

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）の新規加入

申込日が
6月1日（土）を

過ぎると

6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 !

『　 　　 　　　』

契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会

※これまでの　　0120-161-913は2020年3月20日をもって終了いたします。
　ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。 

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

※�一部対象外商品も
　ございます

6月2日（日）は5％オフセール
組合員カードのご提示
でお買い物総額から ５% 割引

毎月第1日曜日

コープの夏ギフト 好評承り中
早期割引　　      7月 7 日（日）まで
お申込み期間　　8月11日（日）まで

生活サービス

生協のハウスクリーニング

家庭用壁掛けエアコン（2台目以降割引あり）、レンジ  
フード、浴室その他、各種セットサービスがあります。  
※フィルター自動お掃除機能付きエアコンも承ります。
詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

普段お手入れの行き届かないところも
プロの技でスッキリお掃除しませんか？

2019　初夏キャンペーン !！
申込受付  5月31日（金）まで
作業期間  6月29日（土）まで

スマートフォン・
タブレットからもお申し
込みいただけます

通常組合員価格より

10%OFF

右のコードを読み取りいただき、
必要事項を入力の上、送信してください。

お申し込み方法

       ライスバーガー
炙り焼肉（甘口）

833

345ｇ（3個）凍


