
脂質異常症・高脂血症のかたも

に加入して
一定の条件を満たせば＊

資料請求は
こちらから

＊�ご加入には一定の条件があります。お申し込みの際には、
健康状態についての質問に回答いただくことが必要で
す。詳しくはお問い合わせください。 
■�過去５年以内に、「高血圧」、「脂肪肝」、「脂質異常症・高脂
血症」により入院したことがないこと
■�高血圧の場合、過去５年以内に腎臓や心臓の病気により、
診察等を受けたことがないこと� 等

　＊�申込日以前にかかっていた病気を原因として申込日から1年以内に
開始する入院、手術、死亡、重度障害、先進医療の共済金は削減して
お支払いします。

※�詳しくは商品パンフレットをご覧ください。
※�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。

契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会 Ｋ-75045-1911

いただけるようになりました

今年も多くの人に 
お知らせしたいのだ！ 

皆さんの声にお応えして

CO・OP共済ニュース

商品お試しモニターとは、生協商品を食べてみて、使ってみて、簡単なアンケートに答えてい
ただくことで商品を知っていただき、声を商品案内などでお伝えする取り組みです。

商品お試しモニター1224名大募集!
商品名 規格 取引先名 募集人数

せいきょうだしパック 144g（12g×12） 節辰商店 20名

ぎふ美濃茶 緑茶（ティーバッグ） 72g（4g×18） 瑞草園 20名

大豆ドライパック 140g×3 トーアス 32名

ひじきドライパック 110g×2 トーアス 32名

板チョコクロワッサン（スイーツ・チョコ） 1袋 パネックス 200名

大豆そのまま豆腐 120g×2 マルツネ 60名

ノンカップ麺和風ねぎ入りそば 77.8g トーエー食品 50名

豚ロース熟成塩麹ごま味噌漬け 220g（4枚） ホーム食品 50名

薬用入浴剤ヤングビーナスBN 60g×2 ヤングビーナス 250名

マリンボーテディープカラートリートメント（ダークブラウン） 50g かがやくコスメ 300名

料理いろいろみそ（国産大豆使用） 400g 日生協（イチビキ） 60名

天然醸造豆みそ（木桶仕込み） 500g 日生協（野田味噌） 16名

簡単ひじき五目まぜご飯（2合用） 140g（2〜3人前） 日生協（セントラルパック） 30名

簡単鶏五目まぜご飯（2合用） 120g（2〜3人前） 日生協（セントラルパック） 30名

はちみつレモン（瀬戸内産レモン果皮・果汁使用） 480g 日生協（日新はちみつ） 12名

はちみつブルーベリー  480g 日生協（日新はちみつ） 12名

台所用米ぬか粉せっけん    100g ボーソー油脂 50名
       　　　　  

お申込み多数の場合は抽選の上、商品のお届けをもっ
て商品モニター当選とさせていただきます。

当選のお知らせ

注文番号 3958
　　　　　１月４週（４号）のOCR注文用紙の４桁注文
欄に注文番号と注文数を「１」と記入してください。
商品のお届けは２月2週６号（2月10日～2月14日)で、該
当週にご注文のある方が対象になります。
ｅ-フレンズでも注文できます！

応募方法

ちりめん山椒
山椒がピリッと効いて甘みも
丁度良く、食べやすい柔らか
さで高校生の息子もおいしい
と言っていました。小6の息
子はスプーンにのせてつまみ
食い。 西濃支所

便利とうふブロックサイズ
肉巻き豆腐にしてすき焼き
に入れました。煮崩れもな
く、おいしくいただけまし
た。普段は豆腐を食べない息
子も食べてくれました。  
 多治見支所

 焼そば
ほぐれやすくて、もち
もちした食感がとても
良かったです。粉末
ソースの味もくどくな
く、どんどん箸がすす
みました。 中濃支所

モニターさん
の声

商品はおまかせと
なります！

※ お届けする商品のご指定はできません。ご了承ください。

2018年度取り組みの報告（お礼）
　2011年度より、NGOハンガー・フリーワールド（国際協力団体：以
下HFW）の活動に賛同し、家庭で眠っているハガキや商品券等を換金寄
付することで、海外4か国の支援活動に取り組んでまいりました。
　HFWでは、2018年度、生協や企業団体151組織、個人で126,603名の
参加で196,781,696円の換金収益がありました。コープぎふからの支援
は4,138,145円になりました。ご協力ありがとうございました。

2019年度取り組み休止について
　コープぎふのホームページでお知らせさせていただいた通り、2019年
6月に主催団体であるHFWの現地事務所の一つである、ウガンダ事務所
で活動資金の不正流用が発覚しました。HFWは、問題を受けて体制を一
新し、再発防止の対策を進めています。
　上記のことからコープぎふとしては、2019年度の書き損じはがき回収
キャンペーンの取り組みを一旦休止いたします。キャンペーンにご参加
いただいている組合員の皆様には大変ご心配をおかけいたしますが、ご
理解をお願いいたします。

書損じハガキ回収キャンペーン
休止のお知らせ 眠っているハガキや商品券等で、

世界の飢餓に苦しむ人々のくらしを
応援する取り組み

HFW（ハンガー・フリー・ワールド）とは…
飢餓のない世界を創るために活動する民間の国際協力団体です。日本に本部
を置き活動する、特定の思想や宗教ならびに政治的意思から独立したNPO法
人（非営利組織）です。
詳しくはHFWのホームページをご覧ください。 HFW

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

１月13日（月）〜１月17日（金）配布

2020年１月４週 ４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 224

No.358   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2月4週扱い予定）（次回扱い未定）

組合員　さん

2本×20袋 100ｇ
042

商品案内
1 月 4 週 P8商品案内

1 月 4 週 P2

398
 429

岐阜西支所
田中詩帆さんが聴いた声

多治見支所
井戸将也さんが聴いた声

　�　　　　　������これ、すっごい美味しかった
の！�いつも何を食べても何も言わない旦
那が、これを食べたら『これはいい！』っ
て。だから探していたの。

���������������������������梅酢たこを使って、枝豆入
りたこ飯を作ります。美味しいです。

        焼きうるめ（国産うるめいわし使用）
凍

105

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしています

葬祭サービス

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

786
728

        梅酢たこ

葬儀事前相談・式場見学のご案内

※式場見学の日程は、提携する葬儀社との相談にて決定されます。
※一部地域では、お近くに提携する葬儀社がない場合があります。
　（郡上地域は、八幡町に2020年秋オープン予定）
※お一人での式場訪問が不安な方は、生協職員による同行も可能です。
※その他、葬祭に関するお問い合わせは下記までご連絡ください。

生協では、葬儀に関する事前相談や提携する葬儀社の式場見学会を
随時行っております。もしもの時に備えて事前に相談しておき、その時
に慌てないように準備しておくことをおすすめします。

事前相談には、
こんなメリットが･･･
☆おおよその葬儀費用がわかる
☆ご葬儀の内容や流れがわかる
☆式場見学により、ご葬儀の
   イメージができる
☆もしもの時の心理的不安や
   負担が軽減される

葬儀社の会員制度
未加入の場合

生協組合員さんとしての特典を受け
ることができますので、葬儀施行申
し込み時に組合員番号等をお知ら

せください。

葬儀施行のお申し込みは

　 0120-176-038

コープぎふの平和活動は
みなさんのカンパで
支えられています

コープぎふは「台所から平和を！」のスローガンのもと、平和の取り組みを
すすめています。2019年は、5月のピースウォークから、8月のヒロシマ・
ナガサキ行動、2020年NPT再検討会議にむけてヒバクシャ国際署名の
取り組み、そして各地で平和にかかわる活動が旺盛に開催されました。
ヒロシマ・ナガサキ行動では、みなさんのカンパを参加者補助に使わせて
いただきました。

★平和の取り組みは、みなさんのカンパですすめています。
   ご協力をお願いします。
★平和カンパは共同購入（OCR注文用紙、e-フレンズ、電話注文
　センター）や店舗店頭で通年受け付けています。
●共同購入、宅配、ステーションご利用の方は、 
   OCR注文用紙に右記の4桁注文番号と数　
　量をご記入ください。（e-フレンズ、電話注文
　センターでも受け付けています）
●お店では「平和募金箱」を設置してカンパを　
　受け付けています。

募金名 注文番号 金額

平和カンパ

3954 1口　 　 50円
3983 1口　   100円
3955 1口 　  500円
3984 1口　1,000円

「ヒバクシャ国際署名」ご案内
【2020年10月核拡散防止条約再検討会議に向けて】

2017年の核兵器禁止条約の交渉会議には300万筆の署名が届けられ、核兵器禁
止条約採択の大きな力になりました。2019年10月までに全世界で1051万筆が
寄せられています。2020年には核拡散防止条約再検討会議（NPT）が10月に開
催されます。唯一の被爆国である日本はもちろん全ての国の批准が進むように国際
世論を動かしましょう。ぜひヒバクシャ国際署名にご協力ください。

住　宅
参加無料
当日参加OKリフォームポイント講座

西濃支所 (大垣市古宮町丸池129-1)場 所
日 時 2月1日(土) 10：00～12：30

　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
　③ 11：30～　住まいの相談(外壁、水周り、暑さ・寒さ対策など)

②を受講された方に
｢外回り診断無料券｣プレゼント ！

失敗しないリフォームのコツ、教えます。
ご相談だけでもOK

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）
901円

（税込793円）
734円

（税込495円）
458円

（税込398円）
368円ご予約で

引
き8%

ご予約で
引
き8%

ご予約で
引
き8%

ご予約で
引
き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

今年も節分は
コープの恵方巻で！


