
新型コロナウイルス感染症の影響により、外出もままならない状況となっています。こんな時なので、おうち時間
を活用して今まで使ったことのない生協商品を食べ比べたり、家族で料理作り、健康への取り組み、今まででき
なかった趣味など、楽しい時間を過ごす工夫や、ちょっとしたストレス発散も含めた取り組みをしてみませんか。

今年から、スマートフォンやパソコンからお申
し込みいただけます。コードをお読み取りいた
だき、必要事項を入力してください。
※�組合員番号が必要ですのでお手元
にご準備の上お申し込みください。
※�他の組合員さんの実施事例もご覧
いただけます。

☆募集締切:2020年12月19日(土)まで　☆実施期間:2021年1月23日(土)まで

☆取り組む内容が決まっていなくても大丈夫!
   内容が決まっていれば、簡単にお書きください。

こんなことにチャレンジします!!2020年度「　　　　　　　　　」申し込み用紙
申し込み日　2020 年　　　月　　　日

☆代表者のお名前 一緒に取り組む人数(わかっている範囲でＯＫです)組合員コード（７ケタの番号）

きりとり

※いただいた情報は、「Let’sチャレンジ」以外には使用しません。
組合員　　　　　　 人 その他　　　　　　 人

Let's チャレンジ
レ ッ ツ

⇒コープぎふ　支所・店行き

☆「　　　　　　　　」
の約束ごと
Let's チャレンジ
レ ッ ツ

下記の用紙からもお申し込みいただけます。
宅配担当者・ステーション・店舗カウンターにご提出ください。

1.  一人の組合員さんが申請できるチャレンジ
は１回までです。

2.   「チャレンジ」の内容は自由ですが、政党・選
挙・宗教活動、カンパ・募金への流用、営利目
的の販売行為又はその類似行為は対象とな
りません。

3. 組合員さんお一人につき、500円を上限に 
実費が補助されます。
☆ 領収証を「感想用紙」に添付してください。
☆ グループで実施の場合、代表者に一括し

てお支払いします。
・ 宅配事業をご利用の方は、利用金額から

減算処理をさせていただきます。
・店舗は、現金でお支払いいたします。

☆ 組合員さんご本人のみが補助の対象です。
4. 応募多数の場合は補助が終了になる場合も

あります。ご了承ください。

参加者募集中！

おうち時間を活用した取り組みを応援します!

息子たちが幼い頃よくお菓子作りをしたなぁと懐かしく思いチャレンジ。

今は大学生と高校生、ほとんど家にいません。久しぶりに作ったら何て

言うかなぁ…と思い、息子たちが大好きだった「レアチーズケーキ」を

作ることにしました。息子から「チーズケーキ作ってるの？」と話しか

けてきました。いつもはほとんどしゃべらないのに…。「帰ってきたら、

食べられるよ」と言うと、「お、楽しみにしてるね」と！会話ができるな

ら、たまにはお菓子作りもいいですね。「なつかしいー」と言って食べて

くれてあっという間になくなりました。

お菓子作り昨年の実施事例 Webでの申し込みができます

Let's チャレンジレッツ

新型コロナウイルス感染症の影響で、自宅で過ごす時間が多く
なりました。ホームページでは、おうち時間を楽しく過ごして
いただけるよう様々な企画を紹介しています！ 

☆手作りマスクの作り方

家庭にある材料を使ったマスクの作り
方を紹介しています。

☆毎日体を動かそう

おとなの健康大学「頑張らない体操」を
動画で紹介しています。家族みんなで
体を動かしましょう！

☆�平和の願いをこめて�

鶴を折ろう！

☆ちょきちょきクラフト

生協トラックを作ってみよう！

詳しくはこちらを
ご覧ください⇒

ぜひご活用いただき、
おうち時間を楽しく過ごしましょう

新型コロナウイルスに負けるな!
おうちで楽しく・健康に 組合員参加企画 中止のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響から、下記の企画の今年の開
催を中止いたします。開催を楽しみにしていただいている皆様
には誠に申し訳ございませんが、ご理解いただけますようお願
い申し上げます。

サマーキャンプ 2020 in上矢作
毎年楽しみにしていただいている「サマーキャンプ」ですが、ここ数年、台
風や集中豪雨の影響から開催できておりませんでした。今年こそは！と�
7月25日、26日の開催予定で実行委員会で検討してまいりましたが、新型
コロナウイルス感染症の影響から今年の開催を中止させていただきます。
来年こそは、皆さんとともに上矢作でお会いできることを楽しみにして
おります。
� 恵那中津支所「サマーキャンプ 2020 in上矢作」実行委員会

JAひがしみの稲作体験交流会（田植え） 
例年5月に「稲作体験交流会（田植え）」を開催しておりましたが、今年は
開催中止とさせていただきます。なお、秋の稲刈り交流会につきまして
は、新型コロナウイルス感染症の状況をみて、企画できる際は改めてご
案内をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
� コープぎふ くらしの活動部

今後のイベントの中止・延期状況はホームページでも
ご案内しています。詳しくはこちらをご覧ください。 ▼

５月18日（月）〜５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
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※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
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No.376   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。※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回6月3週扱い予定扱い予定）） （次回6月4週扱い予定扱い予定））

組合員　さん

180g（60g×3）180g（60g×3）

(1本)(1本) (15本)(15本)
024

商品案内
6月1週 P1P1商品案内

6月1週 表紙表紙

多治見支所
渡邉直人さんが聴いた声

195gつぶつぶみかん　　　つぶつぶみかん　　　
009 010

1,050
 1,134 蔵 中濃支所

長谷享さんが聴いた声

   78   78
   84

　�　　　　　������美味しいです。家では特に私
が好きでよく飲みます。つぶつぶの食感が
良いですね�！�

���������������������������もずくはいろいろあります
が、これを食べたら他のは食べられないで
す！もずくが太くて食べ応えがあります。
生協のもずくの中で、一番美味しいです。

網戸張替DIY企画網戸張替DIY企画
時 間

コープ共済センター（コールセンター）

10：00～15：00

1家族2枚まで
各会場限定10組

職人の技術を学び、ご自宅でDIYにチャレンジ ！
住 ま い

全会場5月25日（月）9：00より電話予約受付開始（先着順）

　ご予約・お問い合わせは住まいの事業部（下記）までお願いします。

張替え価格（今回のみ特別価格）／1枚あたり

・当日持ち込み、引取り企画です。
・住宅用アルミサッシ枠の網戸のみ対応です。
・網の色、材質：ブラック、ポリプロピレンのみ
・網の仕様：18メッシュ（通常の網の目詰まり）

イベントの企画・日程は変更になることがありますので、ホームページで
ご確認の上、お出かけください。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し
上げます。また、被患されている方々につきましては、一日も早いご回復をお祈り申
し上げます。

共済金のお支払いについて 
新型コロナウイルス感染症は、入院共済金などの対象となります。詳しくはＣＯ・ＯＰ
共済ホームページをご確認ください。また、新型コロナウイルスにより入院等をされ
た場合は、コープ共済センター（コールセンター）までご連絡ください。

寸 法
(サッシ枠の外寸法)

巾60㎝以下
丈90㎝以下

巾  90㎝以下
丈180㎝以下

左記サイズ
以外のもの

価格(税込) 500円 1,000円 1,500円

 6月  2 日 （火）  可児店  可児市下恵土2817-1

 6月 3 日（水）  長良店  岐阜市福光南町7-17

 6月  6 日（土）  各務原支所（1階）  各務原市鵜沼各務原町1-4-1

 6月 9 日（火）  芥見店  岐阜市芥見南山3-2-17

 6月10日（水）  恵那店  恵那市長島町中野2-5-1

 6月17日（水）  多治見店  多治見市京町4-109　

 6月20日（土）  岐阜南支所（1階）　 羽島郡岐南町八剣北1-209

申し込みの締切日は毎月1日です。

申込受付締切日   6月1日（月）
初回掛金振替日  7月6日（月）
保 障 の 開 始 日  7月7日（火）

申込受付締切日 7月１日（水）
初回掛金振替日 8月5日（水）
保 障 の 開 始 日  8月6日（木）

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）の新規加入

申込日が
6月1日（月）を

過ぎると
6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！

からのおしらせからのおしらせ

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

10：00〜15：00

日　　程日　　程 会　　　　　　場会　　　　　　場
6月 3 日 (水) 長 良 店　（岐阜市長良福光南町 7-17）
6月 4 日 (木) 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）
6月11日(木) 多 治 見 店   （多治見市京町 4-109）
6月17日(水) 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）
6月24日(水) 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
6月25日(木) 尾 崎 店 （各務原市尾崎西町 5-30）

時　間

無料・予約不要 保障相談デー保障相談デー

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。

�※�共済・保険の専門職員が個別でご質問・ご相談を
　承ります。お気軽にお立寄りください。

※2020年5月11日時点の基準です。状況により基準は変更となる可能性があります。

※おかけ間違いが発生しておりますので、ご注意ください。
※受付時間9：00～18：00　月～土（祝日営業）　 0120-80-9431

葬祭サービス

お墓に関するサービスのご案内お墓に関するサービスのご案内

生協と提携する専門業者が、遠方の方でも誠意をもって丁寧に対応させていただきます。

葬祭サービスではお墓に関する以下の相談・施工サービスを承っております。
ご相談は、葬祭サービスまでお気軽にお電話ください。

☆お墓・お墓周りの破損・傾き直し等の修復
☆お墓のクリーニング
☆戒名の追加彫り
☆墓じまいについて相談したい
☆永代供養の相談をしたい

もずくの極（三杯酢）　　　　　もずくの極（三杯酢）　　　　　
　180　180

 194

提携社からのメッセージ提携社からのメッセージ
お墓はご先祖様のお住まいです。常に綺麗にして差し上げ、ご先祖様に感謝の気持ちを伝えましょう。

～対応する提携社～　
 　　㈱飛騨建石（下呂市）／　須藤石材㈱ （可児市）　※組合員割引き特典あり

当日はリフォーム当日はリフォーム
相談も承ります相談も承ります

保障相談デーの開催につきましては、
状況により中止させていただく場合が
ございます。
ご来店の際は、下記までお問い合わせ
ください。


