
DEKOモニター大募集！
2021年度

DEKOモニターって
何をするの？
●�毎月機関誌DEKO発行後、モニターア
ンケートでご意見やご感想、設問にお
答えいただきます。

●�パソコン・スマートフォンからも
ご参加いただけます。

●�商品モニターにご参加いただ
けます。

●�産地やメーカーなどの取材に同
行していただけます（参加者を
募集します）。

●�楽しいモニター交流会も予定し
ています♪

モニター期間

▼ �2021年4月～�
2022年3月

※�新型コロナウイルス感染拡大状況により�
内容が変更となる場合があります。

１．はがき、またはFAX
　  ①郵便番号　②住所　③氏名　 

④年齢　⑤電話番号をご記入の上、
右記までお送りください。

２．パソコン・スマートフォン
　  コープぎふホームページ「DEKOを読む」から「DEKOモニター募集」

ページにお入りいただくか、または右のコードを読み取りいただき、
必要事項をご記入の上、送信してください。

締め切り�3月５日（金）

〒509-0197 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
コープぎふ　DEKOモニター係宛
FAX 058-370-6860

お申し込み方法

「機関誌 DEKO」を
いっしょに

作りませんか？

コープぎふ
DEKO編集部
 担当  炭床・穴井☎058-370-6875 受付/9:00〜17:00

（土・日曜休み）

※�モニターアンケートを提
出いただいた回数に応じ
て薄謝を進呈いたします。

※ 現在モニターをしていただいている方は、モニター
アンケートで継続の有無をお聞きしますので、申
し込みは不要です。

※ 応募の際にいただいた個人情報はDEKOモニター活動の目的
の為のみに使用させていただきます。

ユニセフ募金にご協力をお願いします

税額控除の対象とはなりませんのでご了承ください。 通年共通です

●�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）。

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

参加費無料 窓断熱展示相談会予約不要

住まいの事業

（岐阜市福光南12-9）

新築講座

ながら虹の家（長良店北隣）日　時２月６日（土） 会　場10：00～13：00

10:00～16:30

両日10：00～16：00

可児店2階会議室�（可児市下恵土2817-1）

岐阜西支所�会議室
（岐阜市西河渡1-55）

日　時

日　時

２月６日（土）

２月4日（木）
２月６日（土）

会　場

会　場

1講座から受講OK
申し込み▶

リフォーム基礎講座
①10：10～　他とは違う！建築士とリフォーム
　　　　　　～耐震・省エネ・快適・安心・お得に～
②10：55～　建築士の仕事　ビフォー・アフター　
③11：40～　屋根・外壁　塗替えのコツ

新築スタート講座　

新築ステップ講座 ④13：30～　コープのしくみ、建築士の役割
⑤14：15～　建築士によるプランニング（事例紹介）
⑥15：00～　�性能（耐震・省エネ）を考慮した住まいづくり

（事例紹介）

①10：00～　家づくり　はじめの一歩
②10：45～　住まいづくりの「総費用」と「資金計画」
③11：30～　住まいのパートナー選びのポイント

ここが違う！
コープの新築を
もっと知りたい方へ

何から始めたらいいか
知りたい方へ

新型コロナウイルス感染拡大状況により、講座はすべて予約制となります。
また開催中止となる場合には、住まいの事業部よりご連絡をさせていただきます。

新型コロナウイルス感染拡大状況により、急きょ中止する場合があります。当日、住まいの事業部までお電
話にてご確認の上、ご来場をお願いいたします。

③を受講された方に、
外まわり診断

（税込5,500円）の「無料券」を
プレゼント!?

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

各8家族
※ 0～3歳までのお子さんがいらっしゃるご家族が対象です。応募者多数の場合は抽選とさ

せていただきます。抽選結果はすべての方にメールでお知らせいたします。このドメイン 
(@tcoop.or.jp)が受信できるように設定をお願いします。

パソコン、タブレットまたはスマートフォンをご用意ください。
参加方法の詳細につきましてはメールでご案内いたします。参加は無料ですが、通信費はご自身
の負担となります。操作に不安がある方はお知らせください。

右のコードからお申し込みください。

子育て中のみなさんが、Hot（ホッと）ひと息
つけるような交流の場、「おうちでHot(ホッと)
オンライン�おしゃべり会」を開催します。親子
で楽しめる手遊び歌や絵本の読み聞かせ、離乳
食のレシピ紹介も予定していますよ♪
子育てのこと、くらしのこと、みんなで楽しく
おしゃべりしませんか。

２月14日（日）

日�時

募集人数

参加方法

お申し込み方法

子育て中のみんな、集まれ〜！

2月19日（金）
第1部�10：30～11：30
第2部�13：30～14：30

お申し込み締め切り

はじめての方でも
大丈夫です♪

便利とうふで
おなじみの

マメックスさんも
参加します。

おうちでHot（ホッと）♥

オンライン おしゃべり会 
主催：�コープぎふ子育て支援活動

推進グループ

1,309,173円
（ハンド・イン・ハンド募金を含みます）

ユニセフ募金
皆さまのあたたかいご協力
ありがとうございました

高等学校での活動をご紹介します
・ 毎年、岐阜西支所・岐阜西ユニセフクラブと一緒に街頭

募金をすすめている城南高校と岐阜聖徳学園高校は、
生徒会が中心となり、校内で募金活動を行いました。

・ 毎年、益田支所と一緒に街頭募金をすすめている益
田清風高校インターアクト部は、岐阜県ユニセフ協
会を講師にユニセフの学習会を開催しました。

2020年4月〜12月までの募金額

お寄せいただいた募金は
日本ユニセフ協会に贈りました。

岐阜県ユニセフ協会へ目録を贈呈
しました

城南高校の生徒会より募金をお預
かりしました

１月25日（月）〜１月29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

2021年２月２週 ６号



※�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。

おいしい通信 276

No.410 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。
（毎週扱い予定）） （毎週扱い予定）） （次回2月3週扱い予定））

組合員　さん 商品案内
2月2週

商品案内
2月2週 P25P25 P30P30

骨取り骨取りさばのみぞれ煮さばのみぞれ煮
285g
（固形量180g（2切×3））

95g
（固形量60g（2切））

岐阜西支所
木村里美さんが聴いた声

食パン食パン
1本（2斤）

393
491 3191

　�　　　　�とっても美味しくて毎週利用し
ています。他のパンを食べなくなりました（笑）

���������������������������美味しかったです�！�子どもも
“美味しい”と言ってパクパク食べてくれ　　
　ました�!�!

凍 凍

岐阜西支所
堀江達也さんが聴いた声

CO・OP共済ニュース

おしえてコーすけ
＝引越し編＝

春は進学や転勤などで引越しが多くなる季節ですね。
引越し先でも安心して保障を続けたいですね。  

358円
（税込386円）

448円
（税込483円）

178円
（税込192円）

引越ししたら CO・OP共済は
続けられないのかなぁ。

お引越し先でも、変更手続きをしていただければ保障期間が途切
れることなく継続いただけます。転居日・転居先住所等お決まり
であれば、早めに共済マイページ（要登録）よりお手続きいただく
か、 下記フリーダイヤルへご連絡ください。 

共済マイページへは
こちらからアクセス

�CO・OP共済に加入するには出資金をお支払いいただき、お近くの生協の組合員になることが必要です。�CO・OP共済に加入するには出資金をお支払いいただき、お近くの生協の組合員になることが必要です。
CO・OP共済の詳しい保障内容は商品パンフレットをご覧ください。�CO・OP共済の詳しい保障内容は商品パンフレットをご覧ください。�契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会

現在加入生協 引越し先の地域の生協
引越し前

転居

②連絡
組合員さんには①③の手続きをお願いしています 引越し後

①連絡 ③生協加入手続き

「生協１０の基本ケア」については、コープぎふ介護事業所に
お問い合わせ、もしくはホームページをご覧ください。

詳しくはこちらから➡

＜ご利用者さんの声＞
風が通って気持ちがいいね

空気の入れ替えのため、ご自宅に訪問の際は換気を
おこなっています。

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。

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

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、

　　　　 国産大豆の調製豆乳国産大豆の調製豆乳
1000ｍL×6本1000ｍL×6本		

詳しくは店頭配布チラシをご覧ください。詳しくは店頭配布チラシをご覧ください。

春 の ケ ー ス 予 約春 の ケ ー ス 予 約   

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしています

まとめてのご利用がおトクです ！

宅配事業

◆お電話から

　  注文締め切りは、
     配達日の翌日21:00まで

（受付9:00 ～ 21:00、日曜定休）
0120-5

コ ー プ

02-0
ハ イ ナ

17
電話注文センター

◆スマートフォンから
　   インターネット注文(e-フレンズ) に
     ご登録いただくと、                             
     配達日の翌日22:00まで
     ご注文いただけます。（登録は下記から）

困った時は東海コープe-フレンズサポートセンターへ ＴＥＬ 0120-502-009　9:30～17:30（月～土）
※登録に関してご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

OCR注文用紙を出し忘れたら？OCR注文用紙を出し忘れたら？

右記よりアプリが
ダウンロードでき
ます(年会費・登録
費無料)

葬祭サービス

遺品整理遺品整理・・生前整理生前整理  しませんか？しませんか？

　　　　遺品整理・生前整理のあれこれ…
☆ふんぎりがつかないので専門家に任せたい。
☆親族がいないので一人で整理するのは難しい。
☆実家にはもう誰も住んでいないので家財を整理したい。
☆施設に入所する前に自分のものを整理したい…。

葬祭サービスでは“遺品整理”や“生前整理”のご相談・施工を承っております。
お申し込みはお気軽に、葬祭サービスまでお電話ください。

 生協１０の基本ケア①“換気をする”より

1点あたり
本体価格175円

1,050円
（税込1,134円）（税込1,134円）

  お申込期間        2月 8 日(月)～28日(日)2月 8 日(月)～28日(日)
  お受取り日　 3月13日(土)  ・  14日(日)3月13日(土)  ・  14日(日)
例えば


