
災害募金のお礼とご報告
コープぎふでは7月から8月にかけて災害募金に取り組みま
した。皆様のあたたかいご協力、ありがとうございました。

令和２年７月豪雨災害支援募金
7月3日より続いた梅雨前線からなる集中豪雨の影響で熊本県、
鹿児島県に甚大な被害をもたらし、その後九州北部から広域に広
がり、岐阜県内、飛騨地域中心に甚大な被害をもたらしました。

◇募金額 3,403,871円
◇実施期間  募金箱設置　7月13日(月)～8月16日(日)

 (コープぎふ店舗にて)
  OCR募金　8月1週～8月2週の2週間

◇送金先 岐阜県災害対策本部・日本生協連

◇使　途  岐阜県への送金は県内被災者の義援金として
活用されます。

   日本生協連への送金は、被災された方への義援
金に、また一部を復旧・復興活動への支援金に
活用されます。

皆様のご協力
ありがとうございました。

　ぎふハチドリ基金は、岐阜県内の
様々な困難を抱える子ども・若者・子
育て家庭を地域で支える仕組みで
す。企業、個人、団体などの市民の寄
付により、毎年、こども食堂、学習支
援、居場所づくりなど、岐阜県の子ど
も・若者・子育て家庭の支援活動に助
成しています。
　コロナ禍により、地域の支え合い
がますます必要とされる今、この仕
組みを支える仲間（ハチドリ応援団）
になって、岐阜県中に支え合いの輪
を広げましょう！

ハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団にハチドリ応援団に
なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？なりませんか？

岐阜県生協連はぎふハチドリ基金を応援しています

ホームページやYouTubeで
活動紹介をしています。

◎ 右のフォーム
からもお申し
込みいただけ
ます。　　 →

▲ホーム
　ページ

You
Tube

▲

◎ ぎふハチドリ基金にメールを送ってください。
詳しいご案内をお送りいたします。

応援団になるには…

認定NPO法人ぎふハチドリ基金
E-mail：hachidori@gifunpo-fund.org
090-8736-9739（平日9:00～18:00）

ぎふハチドリ

　新型コロナウイルス感染症は驚くべき速さで
世界中に広がり、すべての国の子どもたちが影
響を受けています。ユニセフでは、緊急支援と保
護を必要としている子どもたちに手を差し伸べ
るだけでなく、今後の子どもたちの学習と発達
を守るために新しい考え方や戦略を推し進めて
います。手洗いの実践を浸透させること、安全で
持続可能な食生活を促進することを呼びかけて
います。
　世界は大きく変わってしまいましたが、今こそより良い世界を再創造する機
会を手にしているのです。後戻りではなく、より良い世界をつくっていかなけれ
ばなりません。一緒に行動しましょう。

より良い未来を築くために

©UNICEF/UNI358475/Hogsholt

税額控除の対象とはなりませんのでご了承ください。

● グループ、コープ宅配、ステーション
をご利用の方は、OCR注文用紙に
左記の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「ユニセフ募金箱」を設置し
ています。

世界の子どもたちの明るい未来のため、募金にご協力ください。
募金名 注文番号 金　　額
ユニセフ
募金

3985 1口   100円
3986 1口 1,000円

詳しくは、公益財団法人日本ユニセフ協会のホームページをご覧く
ださい。

～ユニセフの活動を紹介します～

近所で経営しているコンビニエンスス
トアで店番をする17歳のアレナさん
(左)と20歳のアリッサさん(右)姉妹。収
入は学費に充てるものだったが、最近
は家族の食費に充てられている。(フィ
リピン、2020年8月10日撮影)

ユニセフの活動や、世界の子どもたちのくらし等を学ぶことができ
ます。お子さんと一緒に学べるコーナーもあります。ぜひご覧くだ
さい。

さらに組合員の皆様のくらしに
寄りそったお店に生まれ変わります！

多治見店よりお知らせ

10月24日（土）・25日（日）
両日とも９：０0～

リフレッシュOPENセール

冬 ギ フト 好 評 受 付 中 !
お得な早期割引受付は
11月29日（日）まで1111月月2929日（日）日（日）までまで
詳しくは、店内配布のカタログをご覧ください。

一時休業いたします
まことに勝手ながら、店舗改装のため
上記期間休業させていただきます。
（長良店・尾崎店・芥見店・可児店・恵那店は通常営業）

10月19日（月）〜10月23日（金）

冬 ギ フト 好 評 受 付 中 !冬 ギ フト 好 評 受 付 中 !

コープのお店 みなさまのご来店をお待ちしています

日本ユニセフ協会

10月12日（月）～10月16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 刊週 刊

2020年10月4週 43号



終活相談会終活相談会 開催のお知らせ開催のお知らせ

　昨年大好評でした“コープ 終活相談会”。今年は岐阜市と郡上市で計3回
開催します。今回は岐阜市で開催する相談会のお知らせです。
　コープ葬祭サービスと提携する各社担当者が、みなさんの終活に関する
疑問・質問にお応えします。ぜひご参加ください。

お申し込み：両日共に開催前日までにお申し込みください。
※定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。
※12月5日（土）には、㈱フローラ メモリアルホール郡上でも開催予定。

～新型コロナウイルス感染症対策～
①参加予定の方はご自宅にて検温の上でご来場いただき、会場入口での消毒・ マスクの着用を
　お願いいたします。
②新型コロナウイルス感染症の状況により、相談会が中止になる場合がございます。中止となる
　場合は、個別お知らせいたします。

昨年、実家で親戚が
たくさん集まって
鍋パーティーしたのよ。

いろんな種類の
鍋を作ったんだけどね。
子ども達の一番人気は
この中華点心鍋セットよ！

この特製スープが
とくに美味しいわよね！

そう
でしたか！

へぇ～
鍋パーティー
ですか！

ありがとう
ございます

香村

香村

co・op

co・op

香村
co・op中 華

点心鍋 中 華点心鍋

中 華
点心鍋

No.397

特製スープと5種の点心が入っています！
野菜をたっぷり入れてお召し上がりください

263

※�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。
（毎週扱い予定））

商品案内 10月4週・表紙

組合員さんご自身や、大切なご家族に介護が必要になったとき、これから必要に
なりそうなとき、介護も「やっぱりコープね！」と思っていただけるように…

介護について、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

「尊厳を守る」「自立支援」「在宅での生活」を目的に、「生協10 の基本ケア」の考え方で
職員一人ひとりの介護サービスの品質を保つよう努めています。

「生協10の基本ケア」ってなに？

今週はこちらを紹介します。

介護のご相談
お問い合わせ

コープぎふ
ケアプランセンター各務原

コープぎふ
ケアプランセンター大洞虹の家

受付 /8:45～17:30（日曜休み） 受付 /8:45～17:30（日曜休み）
0120-588-132 0120-107-152

自分らしく、生きがい
を持って、心豊かに暮
らしたいですよね？      
これからも、　イキ
イキ”と楽しく日常を
過ごしていただけるよう趣味を持ち続けられ
ること、好きなことに夢中になれる機会や、居
場所づくりに取り組みます。　   

中華点心鍋セット中華点心鍋セット002

介護事業

「生協10の基本ケア」 に取り組んでいます。
コープぎふの介護事業は、

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

多治見支所

香村 正規さんの

日報より

524ｇ（点心408g（5種×4個）+スープ2袋）凍

861
798798

コープ共済ニュース

コープ共済を通じて、コープ共済を通じて、医療従事者の人たちの取り組みを応援しませんか？医療従事者の人たちの取り組みを応援しませんか？

詳しくはコープ共済連ホームページ、またはお問い合わせ
先までアクセスください。

実施期間
10月20日（火）まで

ご不明な点は、下記までお問い合わせください。
tasukeai-project@coopkyosai.coopお問い合わせ先

医療従事者
応援プロジェクト
期間中、コープ共済のマイページに利用登録またはマイページ上で
指定のお手続きを行っていただいた件数に応じ、
日本コープ共済生活協同組合連合会から
医療関係団体へ、寄付を実施いたします。
※マイページに利用登録を行っていただいた方、お手続きを行っていただいた
　方に、直接寄付金をご負担いただくものではございません。

現在の寄付金額
2020.9.27時点 2,919,850円

ありがとう
なのだ

詳しくはこちらから。
にご加入の皆様へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24時間いつでもパソコン・スマートフォンから
共済の手続きや保障内容の確認が行えるサービスツールです。
CO・OP共済のマイページとは、

※CO・OP共済商品により可能なお手続きが異なります。また、ご契約状況・時期によってお取り扱いができない場合がございます。

コープ共済の保障内容
をいつでも確認できる

24時間いつでもどこ
でも手続きができる

不明点はＷＥＢチャット
で質問が可能

��１．換気をする
�２．床に足をつけて座る
��３．トイレに座る
��４．あたたかい食事をする
��５．家庭浴に入る
�６．座って会話をする
�７．町内におでかけをする
８．夢中になれることをする
  ９．ケア会議をする
 10．ターミナルケアをする

生協のライフプランアドバイザーによる

「入っている保険の内容がよくわからない」
「見直ししたい」など、生命・医療・がん保険（共済）
など保障に関することなら何でもご相談ください！
一緒に考え、安心につながるお手伝いをさせていただきます。

とても丁寧にわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。こちらの立場にたって
アドバイスをしていただいたことに信頼がもてました。
※�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。

保障保障のの個人相談会個人相談会
相談相談無料無料

相談会の前営業日までに下記まで、
お電話にてお申し込みください。

10：00〜15：00開催時間

お一人　1時間程度
①10：00〜 ②11：00〜 ③13：00〜 ④14：00〜

相談時間

コープサービス東海職員 相 談 員

要予約

日　　程日　　程 会　　場会　　場 住　　　所住　　　所
 11 月 10 日 ( 火 ) 中 濃 支 所 関市西本郷通6-4-6
 11 月 13 日 ( 金 ) 岐 阜 南 支 所 羽島郡岐南町八剣北1-209
 11 月 17 日 ( 火 ) 各 務 原 支 所 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
11 月20 日 ( 金 ) 西 濃 支 所 大垣市古宮町丸池129-1

参加者の声

葬祭サービス

第２回  
参加無料  

日時：10月31日（土） ・11月14日（土）　両日共9：30～12：30
　　　（定員10名）　　　   （定員23名）
会場：みんなの森　ぎふメディアコスモス内の各スタジオ（岐阜市司町40番地5）

10月31日　ミニ講演会　
（会場：あつまるスタジオ）
  9：30　遺品・生前整理について
10：15　家族葬について
11：10　ご先祖様とのお付き合い
12：00　個別相談会

11月14日　ミニ講演会
（会場：かんがえるスタジオ）
  9：30　遺品・生前整理について　
10：10　終活とは…
10：50　コロナ禍での家族葬
11：30　現代のお葬式と供養事情
12：10　個別相談会

　”


