
想いがつまった保障です！
たくさんのママ・パパたちの

は

 0120-50-9431CO・OP 共済センター
生活協同組合コープぎふ

受付/
9:00～18：00

（月～土）

先輩ママたちから「子どもにオススメの共済だよ。」と聞いていたので、

今回自分の子どもが産まれたため入りました。まだ小さいですがケガが

心配だったので、入っておくと安心できます。    中津川市Ｆ様より 

組合員からの声を紹介します

※�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、コープぎふの組合員にな
ることが必要です。

※�詳しくは商品パンフレットをご覧下さい。

契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会

� �保険商品契約数は『平成30年
版インシュアランス生命保険
統計号（個人保険種類別子ども
保険契約）』に基づき、共済団体
契約数は『共済年鑑2019年版』
に基づいています。

�� �各保険・共済によって、子ども
向け保障商品の加入年齢・満期
年齢・保障内容等は異なりま
す。《たすけあい》ジュニア20
コースは、加入年齢0歳～満19
歳・満20歳満期の商品です。他
の保険・共済ではジュニア20
コースよりも加入年齢・満期年
齢が低い商品があります。

Ｋ-75044-1911

ＣＯ・ＯＰ共済ニュース

おたがいさま西濃
「応援者説明会」を開催します！

「おたがいさま 西濃」準備会では、“困った時は、おたがいさま”を合
言葉に、来春からの活動スタートを目指して、「おたがいさま」の輪
に加わっていただける方を募集しています。「おたがいさま 西濃っ
て何？」「私もできるかしら？」「人のお役にたてることをしてみた
いわ」等、興味のある方、ぜひお越しください。お待ちしております。

有償たすけあい
システム

あなたも参加しませんか？

お問い合わせ
お申し込み

お問い合わせ

☎058-370-6873コープぎふ
くらしの活動部 受付/9:00～17:00 

（土・日曜休み）担当  大山

日　程 時　間 会　場 住　所・TEL
1月15日（水）10:00～12:00 岐阜大学旧早野邸セミナーハウス

大垣市昼飯町1777　
TEL�0584-71-0151

1月24日（金）10:00～12:00 池辺公民館 養老町大巻1162-1　
TEL�0584-36-0005

2月10日（月）10:00～12:00 西濃支所 大垣市古宮町丸池129-1
TEL�0120-479-011

2月20日（木）10:00～12:00 垂井町文化会館 垂井町宮代2957-2
TEL��0584-23-1010

おたがいさま説明会の様子

コープのお店

今年の恵方は

【西南西】

大人のごちそう 海鮮恵方巻 開運福寿巻
■�レギュラー（１本） ■�レギュラー（１本）■�ハーフ（１本） ■�ハーフ（１本）
当日販売価格 当日販売価格当日販売価格 当日販売価格

980円 798円498円 400円（税込1,059円） （税込862円）（税込538円） （税込432円）

１月31日 金 ま
でご予約は お受取りは２月３日 月

※ご予約いただくと当日販売価格の８％引き！

（税込974円） （税込793円）（税込495円） （税込398円）
901 734458 368円 円円 円

今年も節分は

コープの恵方巻で！

全店ご予約承り中

ご予約で ご予約でご予約で ご予約で
引
き

引
き

引
き

引
き8% 8%8% 8%

●きはだまぐろ ●サーモン ●イカ ●エビ ●ツブ貝 ●ししゃも卵 
●きゅうり ●玉子 ●大葉

●菜の花 ●かんぴょう ●玉子 ●穴子 ●高野豆腐 ●カニ風味蒲鉾 
●エビ ●おぼろ

みなさまのご来店をお待ちしています

OCR注文用紙からも募金いただけます。
注文番号　3985　１口１００円
注文番号　3986　１口１０００円

ユニセフお年玉募金のお願い
“お年玉募金”はお正月
に家族みんなで参加で
きる取り組みです。子
ども達がお年玉の中から募金をする
ことを通して、世界の子どもたちの
現状に関心を持ってもらうことがで
きます。お正月に家族で話し合って
みませんか？

 募金の方法

ユニセフお年玉募金受付期間
2020年１月13日から25日

◆�古封筒に募金を入れて、左の用紙を切り
取って封筒に添付して配達時にお渡しく
ださい。

コープぎふ くらしの活動部

☎058-370-6873
受付/9：00～17：00（土・日曜休み）

お問い
合わせ

くらしの活動部

外貨募金も受け付けています。外国に旅行
したときの外貨が眠っていませんか？その
外貨も世界の子どもたちの役に立ちます。
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地域名

お名前

募金額 　円

キリトリ

キリトリ

　　様 

お年玉募金をお預かりしました。

   2020年1月　   日  担当者名

キリトリ

１月６日（月）〜１月10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
 2020年
１月 ３ 週

3 号

20周年特別号 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。



コープぎふは「ぎふ献血サポーターズクラブ」に加入し献
血推進活動を応援しています。血液が必要な患者さんを救
うため、皆様の献血へのご理解とご協力をお願いします。

１月18日（土）
コープぎふ恵那店（恵那市長島町中野2-5-1）

①10：00～12：40　②14：00～16：00

献血について詳しくは、

ご協力を
おねがいします。

献血のお知らせ（400ml献血）
～あなたが届ける 命のバトン 献血～ 

岐阜県赤十字血液センター

 日 程

会 場

時 間

お引越し
お見積り無料♪ 各社で比較ができます！
組合員特典　基本料金の20%OFF

※�生協を通さず直接お申し込みされた場合、組合員特典の対象となりません。
※�引越繁忙期には割増料金となる場合があります。

詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。
お問い合わせ

東海コープ事業連合
生活サービス事業部
提携事業課

受付/
9：30～17：00 
（土・日休み）

生活サービス

70120-282-220

生協で

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。お気軽にお立寄りください。

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

70120-854-955 受付/9:00～17：00
（土・日・祝休み）

株式会社東海コープ
安全運転センター
コープサービス東海ぎふ

お問い合わせ

共同購入

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

OCR注文用紙を出し忘れたら？

※�インターネット注文
(e-フレンズ)で、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）

ご注文は→

0120-5
コ ー プ

02-0
ハ イ ナ

17
電話注文センター

1月3週より、主菜、副菜、あと1品を生協のおすすめ商品
で組み合わせた、5日分のイチオシメニューを掲載したカタロ
グが新登場！忙しい毎日の献立の参考にぜひご覧ください。�

こちらが目印です！！
〜お知らせ〜

１月26日（日）

ティア又丸（岐阜市又丸442-1）
◆人形供養受付 9:00〜13:00
　供養開始       13:00
◆供養料　 コープぎふ組合員は無料 
　※受付にて組合員カードをご提示ください
   ※一般の方は1,000円
◆葬儀相談　9:00〜15:00　
◆その他イベント有り

日　程

会　場
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、汚れの激しい物はお断
りする場合もあります。あ
らかじめご了承ください。

お問い合わせ コープぎふ
葬祭サービス

受付/
9:00～17:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（日曜休み）☎058-370-6038

葬祭サービス 人形供養＆葬儀相談会
　　　　　  のご案内

無料

確定申告期間は2月17日～3月16日です。申告したい方、申告が必要な方。申告で押さ
えておきたい医療費控除の基本的なことやその他還付について学んでみませんか。

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）

〜楽 楽しく学ぶから 習会〜 
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

サラリーマンの妻のための

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

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ
LPA の会事務局

受付
9:00～17：00

（土・日曜休み）☎058-370-6713

知って 税金の話《申告・保険編》する得

お客様用に1瓶は
使わないように
保存しておくのよ！

このごぼう飯の素、
とっても
美味しいのよ～！

お客様からも
「このごぼう飯は美味しいねぇ」
って言ってもらえるのよ。

早川早川早川

ごぼう飯 ごぼう飯 ごぼう飯

ありがとう
ございます！

それは
嬉しいです

お客様に
ですか！

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内
でご確認下さい。

（次回２月１週扱い予定）

新登場カタログ「ウチごはん」 P2

 きんぴら風 
ごぼう飯の素(3合用）

3796
230ｇ

炊飯器で炊き込むきんぴら風ごぼう飯の素です。ごぼうの
シャキシャキ感と風味がしっかり感じられます！

職員より
コメント

278
300

223おいしい通信
コープぎふ週 刊

多治見支所
早川栄一さんの

日報より

No.357 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
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