
8月1週お届けの商品案内にこちらのチラシがはいっ

ているよ。もしものときのおうちの保障の備えは大

丈夫？落雷・火災・地震・台風・暴風雨…もしも災

害が起こったら…住宅、生活再建にどのくらいお金

がかかるの？この機会に見直してみてほしいのだ！

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

コーすけからのおしらせ

掛金の相談
してみようかしら

私が入っている保障って
どんな保障だったかしら

※�CO・OP�共済に加入するには、出資金をお支払いいただき、コープぎふの組合員になることが必要です。

主催／岐阜県ユニセフ協会

お申し込みの際は①お名前（複数の場合は代表者の方）、②参加人数、③連絡先（電話
またはメールアドレス）、④参加希望日と時間帯をお知らせください。
お申し込みいただいた方にはこちらから確認のご連絡をいたします。

夏休みユニセフ学習会
�7月26日（金）・27日（土）

　両日とも�午前・午後の2回�各2時間

会　　場　�岐阜県ユニセフ協会事務所�
（各務原市鵜沼各務原町1-4-1��
�生活協同組合コープぎふ本部1階）

定　　員　各回とも10名
ユニセフの支援活動を通じて「世界の子どもたちの今」を紹介します。世界の
子どもたちに思いをはせるひと時にしませんか。「水と衛生」などをテーマに
したワークショップもおこないます。
小学生から大人まで気軽に参加できる学習会です。夏休みの課題研究として
もご活用ください。

申し込み方法

①10：00～12：00　②13：30～15：30

日　時

世界の子どもたちとつながろう
☆世界の子どもたちはどんな生活をしているのかな。
☆世界の子どもたちはどんなことにこまっているのかな。

2019年

☎058-379-1781
FAX 058-379-1782 E-mail:gifuken@unicef-gifu.jp

受付/
9:00～16:00
( 土・日・祝休み )

岐阜県
ユニセフ協会

参加費
無料

毎　月

第4日曜日

7月23 日（火）１６：００〜19:00

7月27日（土）は土用の丑の日

芥見店夏祭り

うなぎのご予約は25日（木）まで

 7月28日（日）はぎふっこカードデー

＋5％割引
ぎふっこカード 組合員カード

電子ぎふっこ
カードも

ご利用いただ
けます

※一部対象外商品もございます

遊びにきてね♪おもちゃ金魚すくい
お楽しみ企画がいっぱい!

7月27日（土）の北陸直送鮮魚市はお休みいたします

と 　　　　　　　 のご提示で
お買い物総額から

FAX、メール、電話のいずれかでご連絡ください

ガラポン抽選会 輪なげ

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 �8月１日（木）
初回掛金振替日 9月5日（木）
契 約 発 効 日 9月6日（金）

申込受付締切日 9月１日（日）
初回掛金振替日 10月7日（月）
契 約 発 効 日 10月8日（火）

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）の新規加入

申込日が
8月1日（木）を

過ぎると

８月1日の申込日を過ぎると
契約の発効が1ヶ月遅くなってしまうのだ!

『　 　　 　　　』

参加無料考える会

※�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

CO・OP共済ニュース

私たちと一緒に、
地域のたすけあい活動について
考えませんか？
　コープぎふには、組合員さんなら誰でも利用できる有償ボランティ
アの会「おたがいさまひだ」「おたがいさま東部」「くらしたすけあい
の会」があります。それぞれの会が“困った時はおたがいさま”を合言
葉に取り組んでいます。
　西濃地域にも利用する人が主人公となり、それを“応援”する人も
気持ちでつながり、お互いに支え合う新しい仕組み「おたがいさま」
を創ることを目指し、「西濃地域のたすけあい活動を考える会」を立
ち上げ、「おたがいさま」創りの取り組みをスタートさせました。あな
た自身の出来る事を、出来る時間で…少し、人のお役に立ててみませ
んか？ボランティア活動に関心のある方大歓迎！「困った！」「助け
て！」という方も、一緒に「考える会」に参加して交流しましょう！

西濃
地域の

たすけあい活動を考える会

日時：８月９日（金）13:00～15:00
場所：�コープぎふ西濃支所�

（大垣市古宮町丸池129-1）

７月15日（月）〜７月19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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スマートフォンやタブレットから
WEBカタログ（商品案内）が
そのまま見れます♪

外出する予定があって
荷受け場には行けないから、
OCR注文用紙が出せないなあ…

急な用事でOCR注文用紙を提出できない時にスマー

トフォンから注文できたのでとても助かりました。

組合員さんの声

夏休みは外出の予定が…
商品案内が見れないわ

登録は
コチラ

コープぎふ e -フレンズ
iPhone Android

専用アプリも
あります！

　　　　e-フレンズ限定企画
　　　　好評開催中 !!
 8月12日（月）～16日（金）のお盆期間は

　　　　　限定企画を
毎日開催！

先着順

※配達曜日に関係なく注文できます ※なくなり次第終了させていただきます
※通常は毎週月曜日・水曜日に開催です

8月12日（月）は 8月13日（火）～

　　16日（金）は

数量限定

無くなり
次第終了 配達は

翌々週

インターネット注文
（e -フレンズ）は外出先からでも
ご注文できます！

朝5:00スタート! 昼12:30スタート!

「WEBカタログ
からご注文」を
クリック!!
今週配布の各カ
タログをご覧い
ただけます。 ※手元でカタ

ログを見なが
ら注文番号を
入力すること
もできます！

大人気！

うちは2人暮らしだから2人
で一袋でも十分なの。丼だけ
じゃなくて、じゃがいもと煮
て肉じゃがにもするわよ。

牛肉を買って作るよりも
安くできてお肉も柔らかい
からいいわよ！
少量作るのに便利なの。

へぇ～！確かに美味しそう！
やってみるわ。
里芋でも良さそうね！

高木
co・op

高木
co・op

なるほど～ 組合員さんか
ら

聴きました！へー！
肉じゃが
ですか！

高木
co・op牛丼の

具 牛丼の
具

No.334

牛丼の具をアレンジして煮物を作るなんて、
組合員さんのアイデアに驚きです！

200

※�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3週扱い予定）

商品案内 8月1週・P2

吉野家牛丼の具
135ｇ×2凍 598

645

028

生活サービス

西濃支所

高木愛子さんの

日報より

➡他の配達先でお知らせ

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
 8 月 ８ 日(木) 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）
8月17日(土) 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
8月21日(水) 長 良 店   （岐阜市長良福光南町 7-17）
8月22日(木) 多 治 見 店　（多治見市京町 4-109）
8月28日(水) 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）
8月29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
「タブレット学習                  」
  のご案内

ウェブサイトでもサービス内容を
ご確認いただけます。

幼児、小学生、
中学生コース
資料請求受付中！

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。

e-フレンズに会員登録いただくと、お手元のスマートフォンや
タブレットから簡単にご注文ができます ! !
※ スマートフォンやタブレット、パソコンから注文できるインターネットサイトです。

ＯＣＲ注文用紙での
ご注文と併用可能です

スマイルゼミはタブレットを使用する学習教材です。通っ
ている学校の教科書に合った教材が、毎月配信されます。
紙の教材とは違い、問題を解くと自動で「マル」つけ。間
違っていれば回答の解説が表示されます。
毎月の料金は、生協組合員割引で一般よりもお得に利用
することができます。

東海コープ　スマイルゼミ
スマートフォン・タブレットからはこちら⇒

共同購入 ご利用明細書をご確認ください

（　　　）
インターネット注文

（e-フレンズ）※は

ご存知ですか？


