
がん・脳卒中・急性心筋梗塞をカバー!

『コープの三大疾病保険』
 が新登場！
入院患者の約５人に1人（＊）が三大疾
病です。（＊厚生労働省平成29年患者調査）
三大疾病は日本人にとって身近な
リスクであり、入院の長期化、治療費
等、医療費負担も大きくなりがちで
す。コープの保険でそんなリスクに
備えませんか？

❶三大疾病のリスクに一時金で備えます！
❷新規加入：満１～84歳（＊100歳まで継続可能）
❸２つの質問で簡単申し込み！
❹団体保険なので保険料が47.5％割引！

詳しい保障内容や資料請求は
下記までご連絡ください。 コープサービス東海HP

▲

発達障がいってなんだろう？ 

「知ってほしい！私たちのこと」
～やさしさの輪をひろげよう～

　私の息子には重度の知的障がいがあります。40年近く、幼い息子に無遠慮な視線
が向けられるのが常で、一緒に出かける私は苦痛でした。しかし、多くの障がい者
と関わるようになった今、周りの視線は差別ではなく、障がいについて知らないだ
けだということが分かりました。� （講師：大谷弘さん中日新聞掲載「発言」より抜粋）

この学習会は「障がい＝たいへん、かわいそう」という見方をなくす
「きっかけ」づくりとして開催します。

講師：大
お お た に

谷弘
ひろし

さん（各務原市手をつなぐ育成会）

日時：３月９日（月）10:00～12:00
会場：各務原支所 会議室（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

主催：各務原支所エリア委員会

参加費無料

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ
各務原支所 　0120-245-583 受付/9:00〜17:00

(土・日曜休み)

準備の都合上、3月6日（金）までにお申し込みください。

プロローグ
お父さんの気持ち「帰って おいで」（朗読）

１．体験をしてみよう
●「言葉を絵に描いてみましょう」
● 「どうしてうまくできないの？」

２．話し合ってみよう
● 街角や公園でさがそう
● こんな場面にあったことありませんか？
● どうしたらいいか みんなで考えてみましょう

３． お母さんの気持ち
「勝利の女神だよ」～きょうだい～
（朗読）

エピローグ
「みっぱらクック」 
障がいのある人もない人も 
共に楽しむ料理教室
～ 合言葉は「楽しかった、 

美味しかった、また来たい」～

プログラム（予定）

平和のおしゃべり会
ピースカフェ開催のお知らせ

今回のテーマは『コープぎふ平和憲章』

会　場

参加費

各務原支所 会議室
（各務原市鵜沼各務原町1- 4 -1）

100円

日　時 ３月３日(火) 10:30～12:30

組合員のみなさんの平和への想いを込め制定した『コープぎふ平和憲
章』を知っていますか？あなたにとって平和とはどんなことですか？
今年は戦後75年の節目の年。少しだけ平和に目を向けてみませんか。
お茶とお菓子を囲んで楽しく自由におしゃべりしましょう。
●�申し込みは不要です。お誘いあわせのうえご参加ください。お子さま連れ
も大歓迎！

● �OCR注文用紙に右記の注文番号と数量をご記
入ください。

●�平和のとりくみは、みなさんのカンパで支えら
れています。戦争体験聞き書き集作成の他、ヒ
ロシマ・ナガサキ行動等に活用されます。

平和カンパにご協力ください
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

主催 :�コープぎふ平和活動�
�推進グループ

発達障がいについて
まずは知ることから始めませんか

日時：３月12日（木）10:30～12:00

会場： コープぎふ多治見店 2階会議室 
（多治見市京町4-109）

申し込み締切： 3月11日（水）

福祉推進グループからのお知らせ

講師：�社会福祉法人�岐阜県福祉事業団��
岐阜県立はなの木苑

発達障がいは周りから見て理解がされにくい障がいです。近
年では発達障がいの特徴をもつ人は稀な存在ではなく、身近
にいることがわかってきました。
今回の講演会ではテーマを「発達障がいの世界をのぞいてみ
よう」とし、基礎的な知識および親、子ども、兄弟の気持ちにつ
いてお話しいただきます。

参加費
無料

 長江 恵理子さん（発達障がい地域支援マネージャー）
な が え え　り　こ

 笠原 佐知子さん（相談支援専門員）
かさはら さ　ち　こ

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

２月17日（月）〜２月21日（金）配布
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ごぼうは下処理が面倒だから、
今まで作る気にならなかった
メニューもあったのよ…

このささがきごぼう、
重宝してるの！

この商品を知ってから
豚汁や炊きこみご飯が
手軽にさっと作れるように
なったのよ♥

舟橋

そうだったん

ですか…

それは
良かった
です！

舟橋 舟橋
co・op co・opco・op co・op九州の

ささがき
ごぼう

九州の
ささがき
ごぼう

No.363

九州産ごぼうをささがきにして、アク抜き、バラ凍結
しました。きんぴらごぼうやサラダにもどうぞ！

229
多治見支所

舟橋孝哲さんの

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3月4週扱い予定）

商品案内 3月1週・表紙

九州のささがきごぼう

ピロリ菌検査キット

200ｇ凍 248
267

005

9905

生活サービス

4,980円（税込5,478円）

申し込みの締切日は毎月1日です。
申込受付締切日   3月１日（日）
初回掛金振替日  4月6日（月）
保 障 の 開 始 日  4月7日（火）

申込受付締切日   4月１日（水）
初回掛金振替日  5月7日（木）
保 障 の 開 始 日  5月8日（金）

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）の新規加入

申込日が
3月1日（日）を

過ぎると
3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

コープ宅配利用料  減額サポート

※�条件をご確認いただき、くらしにお変わりがあった場
合や、ご不明な点などございましたら、お手数ですが
該当事業所までお問い合わせください。

下記の条件に該当される方が
ご登録していただけます

・母子手帳交付から、お子様が満１歳のお誕生日に
  なるまでの方
→赤ちゃんサポート 宅配利用料無料(ご登録から１年間)

・母子手帳交付からお子様が４歳誕生日後の最初の
  ４月１日までの方
→子育てサポート 宅配利用料減額

・満65歳以上の方のみのご世帯
・障がい者手帳や特定疾患医療受給者証をお持ち　　　  
   の方、または同居されているご世帯
・「要介護認定」を受けている方や同居されて いる
　ご世帯（要支援を除く）
→ほほえみサポート  宅配利用料減額

　少しでも割引があるのが嬉しいです。
　欲しいものを欲しいだけ気兼ねせずに頼むことができました。
　気軽に毎週いろいろな商品を注文することができました。
　宅配利用料無料だと欲しい物がひとつだけでも気軽に注文できて助かりました。

くらしにおかわりありませんか

組合員さんの声

※2人目以降のお子さんもご登録いただけます。

※2人目以降のお子さんもご登録いただけます。

住　宅

リフォームポイント講座＆新築スタート講座

多治見店2階会議室（多治見市京町 4-109）会 場

日 時 2月29日(土)10：00～16：30 参加費無料

要予約 （開催 2 日前までにお電話またはホーム 
  ページからお申し込みください）

申し込み
フォーム▶

新築スタート講座

リフォームポイント講座
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
③11：30～　住まいの相談(外壁、水周り、暑さ・寒さ対策など)

①13：30～　家づくり　はじめの一歩　　
②14：15～　住まいづくりの「総費用」と「資金計画」
③15：00～　住まいのパートナー選びのポイント
④15：45～　質問タイム・個別相談

ピ ロリ菌 検 査 の ご 案 内
簡単:自宅で採尿→ポストに投函→結果が届く

ピロリ菌とは胃の中にすみつき、胃の壁を傷つけ、慢性胃
炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍を誘発する原因と考えられてい
る細菌です。また現在ピロリ菌に感染している人は日本人
の約35％、3人に1人が感染していると言われています。 
自宅に検査キットをお届けしますので、採尿して郵送するだ
けです。検査センターで検査後、郵送にて検査結果をお届
けします。
詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

注文書提出期間　2月24日(月)～3月6日(金)

②を受講された方に
｢外回り診断無料券｣
プレゼント！

当日参加OK

　参加者アンケートから
家を建てるまでの流れを明確にすることができました。今後もフェア
に参加してマイホームを建てたいと思います。

　参加者アンケートから
工事されている方からの具体的な説明でよく分かりました。


