
第41回ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金

手と手を結ぶ、子どもの未来
どなたでも参加できます。一緒に参加しませんか。少しの時間でも歓迎です。

　今年のテーマは「すべての子どもに生きるチャンスを」です。
　世界の子どもの生存状況は、この四半世紀でめざましく改善しました。し
かし、改善の度合いは一様ではなく、子どもの死が、より貧しい地域へと急
速に集中しつつあることが分かっています。さらに、子どもたちの死の大半
が、安全な飲み水や食べ物、予防接種や医療へのアクセスなど、日本では当
たり前にあるものが手に入らないために起きています。ユニセフは、どんな
に貧しい遠隔の村でも子どもたちの命が等しく守られるように、基礎的な医
療ケアを地域の人々の手で行えるしくみづくりに力を入れています。

・100円で……免疫力をつけて感染症や失明を防ぐビタミンA 50個分
・1,000円で……下痢による脱水症状を防ぐ経口補水液（ORS) 142袋分
・3,000円で……重度栄養不良の子どものための治療食 90袋分

ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金とは？
　世界の子どもたちの幸せと明るい未来を実現させるため、一人ひとりが

「手に手を取って」ボランティアとして参加する身近な国際協力活動です。
1979年の「国際児童年」に始まり、今年で41回目を迎えます。

葬祭サービスの提携社や介護の専門家と共に、介護・終活相談会やミニ
講演会を開催します。お気軽にお越しください。

５歳の誕生日を迎えることなく命を落とす子ども、
年間540万人

募金はこんな支援が可能になります（1米ドル111円の場合）

※一部予定を含みます。高山市の日程は週刊コープぎふ51号でお知らせします。
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月日 時間 住所 会場

12月1日(日） 10:30〜11:30 各務原市 コープぎふ　尾崎店
10:30〜12:00 岐阜市 コープぎふ　芥見店

12月7日(土） 10:30〜11:30 大和町 大和リバーサイドタウンPio

調整中 高山市 駿河屋アスモ店 
フレスポ飛騨高山

12月14日(土） 10:30〜11:30 萩原町 バロー萩原店 
下呂市 下呂ショッピングセンター ピア

13:00〜15:00 岐阜市 JR岐阜駅北口2階歩行者用デッキ
12月15日(日) 10:00〜12:00 多治見市 コープぎふ　多治見店

12月21日(土）

11:00〜12:00 各務原市 マックスバリュー各務原店
アピタ各務原店

10:30〜11:30 美濃市 サピーショッピングセンター
関市 とれったひろば関

10:00〜12:00

恵那市 コープぎふ　恵那店

大垣市
アルプラザ鶴見店
イオンタウン大垣
JR大垣駅北口通路

12月22日(日)
10:00〜12:00 岐阜市 コープぎふ　長良店
10:00〜17:00 マーサ21
10:30〜12:00 可児市 コープぎふ　可児店

コープぎふ公式Facebookでは、商品情報や料理レシピ、
お店のイベントなど、くらしに役立つさまざまな情報をお
届けしています！ぜひご覧ください

コープぎふ
公式 Facebook 

フォローを
お願いします♪

Facebookにご登録いただいていない方もご覧いただけます!

または

コープぎふ Facebook

※�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!

クリック

112

コードを読み取って
Facebookへアクセス

介護・終活 のお知らせ

あったかコープの

☆�各ミニ講演会参加希望の方は事前にお申し込みください。※当日参加もできます
☆�関心のある講演会だけの参加もできます。
☆�ミニ講演会申し込み先着50名様にコーすけデザインのミニラップ�プレゼント!!

介護・終活
相談コーナーも
同時開催!!

日時：�11月30日（土）10：30～16：00
場所：�コープぎふ�ながら虹の家 

（岐阜市福光南町12−９） ※コープぎふ長良店北隣

ミニ講演会スケジュール（各回30分）
11：00　 相続で揉めない為に今、必要なこと
12：00　 遺品・生前整理について
13：00　 生前から考える葬儀と供養
14：00　 今からできる終楽　～楽しく老い支度～

葬祭サービス

もぐもぐ
休憩スペースで
は珈琲やお菓子
でまったり!!

★�介護保険って何？�
どうやって使うの？

★�ヘルパーさんはどんな
ことをしてくれるの？

★�葬儀代金はどのくらい
必要？

★�組合員の特典はある？
★�遺品整理や生前整理に
ついて聞きたい

介護相談 終活相談

相談会

11月18日（月）〜11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12月1週 49号



昔はウチで作っていたけど大変でしょ。
これは食べたい時に食べられるから
便利よ！これ、お気に入りよ♥ 1本ずつ食べられるから

とても良いわ！

柴田

五平餅
ですね!

個包装なのも

良いですねお手軽
ですね！

柴田 柴田
co・op co・opco・op

co・op co・op

No.352

グリルやトースターで美味しく焼けます。タレは
ごま、落花生、くるみ入り

218
多治見支所

柴田直史さんの
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 12月1週・P21

商品案内 12月1週・表紙

498円
（税込537円）

五平餅（たれ付）382
360ｇ(100ｇ×3＋たれ20g×3)

確定申告で押さえておきたい医療費控除の基本的なことを知っておきましょう。

世帯の必要保障はライフステージによって変化します。わが家は今どんな保障が必要か？
社会保障と私的保障を比べながら考えてみます。

日　程 会　場
1 月16 日（木） 多 治 見 店　  （多治見市京町4-109）

  1 月20日（月） 可 児 店　（可児市下恵土 2817-1）

  1 月22日（水） 岐阜南支所　（羽島郡岐南町八剣北1-209）

  1 月29日（水） 西 濃 支 所 　（大垣市古宮町丸池129-1）

   1 月30日（木） 各務原支所　（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

 2 月 5 日（水） 飛 騨 支 所 　（高山市石浦町6-20）

日　程 会　場
   12月  12 日（木） 可 児 店 （可児市下恵土2817-1）

 12月18日（水） 各務原支所　（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

〜楽しく学ぶから 楽習会〜 

わが家の保障の再確認

知って得する税金の話《申告・保険編》

無料CO・OP共済ニュース
ライフプランアドバイザー（LPA）と学ぶ楽習会のお知らせ

サラリーマン世帯のための

サラリーマンの
妻のための

申し込みの締切日は毎月1日です。
申込受付締切日 12月１日（日）
初回掛金振替日   1月6日（月）
保 障 の 開 始 日  1月7日（火）

申込受付締切日 1月１日（水）
初回掛金振替日 2月5日（水）
保障の開始日 2月6日（木）

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）の新規加入

申込日が
12月1日（日）を

過ぎると
12月1日の申込日を過ぎると

契約の発効が1ケ月遅くなってしまうのだ！

からのおしらせ

生活サービス

商品情報 共同購入

手芸の頒布会
手づくりＫＩＴの店　12月スタート号

つまみ細工の基本「剣つまみ」と「丸つまみ」の
基礎と応用をステップアップ形式で学べます。
コットン布で手軽に作ることができます。
カタログをご希望の方は、下記生活サービス
事業部までお申し込みください。

手づくりを楽しむ手芸キットを毎月お届けします。毎回必要な材料と作り方レシ
ピが入っているので、届いた日からすぐに楽しむことができます。  

（毎月1回、合計6回お届け） コレクションの一部を紹介！
「はじめてのつまみ細工コレクション」
月々 1,580円（税込1,738円）×6回

　訪問販売による消費者被害はまだまだ発生しています。特
に、昼間に在宅していることが多い高齢者がその被害にあい
やすいと言われています。
　そこで、消費者ネットワーク岐阜では「訪問販売お断り！！」ス
テッカーとチラシを作成しています。ステッカーが貼ってあれば、
訪問者に「ステッカーが貼ってあるでしょう。お帰りください」と断
ることができます。ステッカーと活用チラシは無料で配布してい
ます。自治会や老人クラブ等の団体はもちろん、個人宅でも活用
いただけます。また、団体等で活用いただく場合には10分間ほ
どの活用説明にうかがうことも可能です。お気軽にお申し込みく
ださい。

はじめてのつまみ細工コレクション

お問い合わせ
お申し込み

全岐阜県生活
協同組合連合会　 058-370-6867 受付/9:00～17:00

( 日曜休み )

活用自治会
募集中

訪問販売お断り！！ステッカー

みそ煮込うどん

みそは変わらず、麺がスープに絡みの良い
太さにリニューアルしました ！
ぜひ一度お試しください ！

001
2食(めん240g)+煮込みそ50g×2 ���192
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・麺の形やかたさ、太さが「みそ煮込うどん」だという
 印象が強く、スープとの絡みが良かったと思います。

・麺が太くなって、もちもちして美味
  しくなりま  した！！

組合員　さんモニターの声

※インターネット注文(e-フレンズ)をご利用の方は、配達日翌日の22:00までご注文いただけます。
（受付9:00 ～ 21:00、日曜定休）

お電話でも注文できます ！！
注文締め切りは、配達日翌日の21:00まで

ご注文は→ 電話注文センター
0120-502-017

各会場日程の前日までに下記までお申し込みください。要予約
〈開催時間 〉10:00～12:00
〈持 ち 物〉 　  ：筆記用具・電卓

チェック ！
コープぎふの
ホームページ

☎

コ ー プ 　 ハ イ ナ

※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。 

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

蔵

みそ煮込うどんで
にあったまりませんか？

  
ほかほか OCR注文用紙を出し忘れたら？


