
住まいの窓主催／岐阜県保険医協会

対象期間中、CO・OP共済に
WEBからご加入いただいた方の中から

抽選で100名様に
「オムロン フットマッサージャ」が当たります

2018年は6会場で開催予定です。詳細はLPAの会事務局（058-370-6713）までお問い合わせ
いただくかホームページをご覧ください。

コープぎふ
くらしの活動部 ☎058-370-6873お問い

合わせ
受付/9：00～17：00

 （土・日曜休み）

第39回 ユニセフ 
ハンド・イン・ハンド募 金
ユニセフ　ハンド・イン・ハンド募金とは？

　世界の子どもたちの幸せと明るい未来を実現させるため、一人ひとり
が「手に手を取って」ボランティアとして参加する身近な国際協力活動
です。今年で39 回目を迎えます。
　今年のハンド・イン・ハンドでは、「子どもたちに生きるチャンスを」と
いうスローガンのもと、幼い子どもたちの命を守るための支援を呼びか
けます。
　少しの時間でもだいじょうぶです。あなたも募金の呼びかけにご一緒
されませんか。

月　日 時　間 住　所 会　場

12月9日 ( 土 ) 10:30〜11:30 高山市
駿河屋アスモ店
フレスポ飛騨高山

12月16日 ( 土 ) 10:00〜12:00 大垣市
アルプラザ鶴見店
イオンタウン大垣
JR 大垣駅南北自由通路

12月23日 ( 土 )

10:30〜11:30 美濃市 サピーショッピングセンター
10:30〜11:30 関市 とれったひろば関
10:00〜12:30 恵那市 コープぎふ　恵那店
10:00〜12:00 多治見市 コープぎふ　多治見店
10:00〜12:00 可児市 コープぎふ　可児店

11:00〜12:00 各務原市
マックスバリュー各務原店
アピタ各務原店

13:30〜15:30
岐阜市

JR 岐阜駅北口2階歩行者用デッキ
10:00〜12:00 コープぎふ　長良店
10:00〜17:00 マーサ 21

断熱相談会
寒さや結露のお悩みは窓の断熱がカギです！
お店で『あんみつガラス』や『内窓』の見本を展示して、
ご相談をお受けします。
昨年も開催し、多くのご相談をお受けしました。
お買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。
お見積りは無料です。

昨年施工された方の

工事アンケートから
10年以上、結露で悩む冬期でしたが、以前から知ってい

た、二重窓を思いきって取り付けてもらいました。室内

のストーブの温度も3度ほど下げても、暖かく灯油も、

この冬から使用料がへりそうです！！大きな買い物でし

たが、思いきって取り付けて、良かったと思います。

12月15日（金）・16日（土） 多治見店・可児店
 １月12日（金）・13日（土） 恵那店

お問い合わせお問い合わせ
お申し込み

コープぎふ
住宅事業部　

日 程

70120-706-866 受付/9:00～17:00
（月～土）

相談は
無料※開催時間はすべての会場で、10時～16時です。

映画 「いしゃ先生」 無料上映会のご案内

開催場所　岐阜県図書館 多目的ホール
参 加 費　無料

岐阜県保険医協会では、社会保障の大幅抑制、
国民皆保険を形骸化させる動きが強まる中、幅
広い人たちに社会保障の拡充、国民皆保険を名
実ともに充実させることの大切さを改めて考
えていただくため、患者負担軽減、医療改悪ス
トップの一環として無料上映会を行います。

　昭和初期ー仙境のナイチンゲールと呼ばれた一人の新米女医の物語。
　山形の農村出身の志田周子は努力して東京女子医専（現・東京女子医
大）に入学し、医者になったばかり。「無医村に医者をおきたい」という村
長だった父の願いを断れず、不安を抱えながらも3年間だけ頑張ってみ
ようと心に決める。
　自身に降りかかる数々の試練に耐え、過酷な運命にも負け
ず、昭和37年にこの世を去るまで、たった一人で村人の命を
守った「いしゃ先生」の愛と勇気の物語。

☎058-267-0711 受付／9：30～17：00
 （日・祝日休み）

岐阜県
保険医協会

開催日時　�2017年12月24日（日） 
14：00～16：00（13：30～開場）

    抽選で

100名様

CO・OP共済
インターネット
ご加入キャンペーン

※写真はイメージです。※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。2018年5月中旬頃の発送を予定しています。
※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

※2次元コードは、スマートフォンに対応しております。
　その他の携帯電話から読み取ることはできません。

ＣＯ・ＯＰ共済ニュース

2017年11月15日
　        ➡2018年1月10日期間

（土日祝日を除く
平日10時〜18時）　 0120-220-867キャンペーン事務局お問い

合わせ

インターネットで
加入申込すると

①24時間お申込みが可能
②保障開始までの期間が短縮

https://www.coop-gifu.jp/kyosai/lpa-1.html

学習会のご案内
サラリーマンの妻のための
知って 得する 税金の話

予 告

予約不要

あらすじ

今年も
やります！

K-71509-1711

ライフプランアドバイザー
（LPA）と学ぶ

12月４日（月）〜 12月９日（土）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

2017年12月3週 51号
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※　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

めんつゆだと色がうすいけど、
これだと色も美味しそうな感じに
なるのよ！
甘味もちょうど良いから砂糖を入れ
なくても いいのよ～！

このすきやきのタレ、
煮物を作る時に
使ってるのよ！

最近は
かぼちゃや肉じゃがを
煮る時もよく使うのよ！

舟橋

なるほど～
!

         
色々、使え

るんですね！
へぇ～
煮物ですか？

舟橋 舟橋
co・op co・op co・op

タ
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おいしい通信信 122

職員より
コメント（毎週扱い予定）

8109

中濃支所
舟橋孝哲さんの

日報より

季節のお野菜とお肉って相性がいいですよ
ね。みなさんも挑戦してみてはいかがですか？

（毎週（毎週扱い予定）扱い予定）
（税込 183円）
170円
すき焼きのたれ

170
すき焼きのたれすき焼きのたれ
300ｍｌ

葬祭サービス

葬祭サービス窓口対応のご案内

葬祭サービス窓口葬祭サービス窓口お問い
合わせ

葬祭サービス窓口対応のご案内葬祭サービス窓口対応のご案内
年末年始

年末年始の窓口対応は通常と異なりますので、ご確認をお願いいたします
12月23日（土）～ 1月3日（水）
のご葬儀のお申し込み及び事
前相談は葬祭サービス提携社
「㈱山英」が承ります。

ご葬儀の受付
 365日24時間

コープの夕食宅配

　　0120-176-038

　　0120-372-560

受付/9：00～17：00

受付/10：00～18：30
（土・日曜休み）コープの夕食宅配お問い合わせ

お申し込み

60歳以上の組合員さん限定の割引デーです！

ほほえみシールの添付された組合員
カードのご提示でお買い物総額から

年齢を確認できるものと組合員カードを
お店のサービスカウンターにお持ちください。
年齢を確認できるものと組合員カードを
登録は簡単！

※一部対象外商品があります。

5％割引いたします。

●高齢や病後などで食事の準備がたいへんな方に
●おひとり暮らしで栄養バランスが偏りがちの方に
●離れて暮らすご家族に

コープの夕食宅配
※ 一部お届けできないエリアがございます。

〈仕事内容〉　夕食弁当をお届けし、地域の高齢者などの生活をサポートするお仕事です。
〈曜日・時間〉（午後からの時間にお仕事ができます）
　月曜日～金曜日の 5日間（土・日・祝日・年末年始はお休みです）
　１３時頃～１８時迄のご都合の付く数時間で夕食をご家庭にお届けします。
〈募集エリア〉岐阜市、大垣市、羽島市、瑞穂市、本巣市、北方町、多治見市、可児市　
〈募集人数〉（若干名）　｠
〈募集条件〉　 要普通免許（自家用車使用の場合）・要携帯電話・年齢不問

中高年の方や主婦の方も歓迎します。
〈委託料〉　お届け食数に応じて料率を定めた委託料をお支払いします。

コープの夕食宅配は
★ コープぎふの組合員なら、どなたでもご利用いただけます。
★基本月曜日～金曜日の５日単位でお届けしています。
※土曜日・日曜日・祝日・お盆・年末年始はお休みです。

★ 「お弁当（ごはん付）」「おかず（ごはん無し）」の２コース
「お弁当コース」　１週間 (５日分 )2,805 円（税込）
「おかずコース」　１週間 (５日分 )3,075 円（税込）
栄養士が５日間の栄養バランスを考えています。

★お届けエリア
岐阜市、大垣市、各務原市、瑞穂市、本巣市、関市、美濃市、多治見市、可児市、岐南町、
笠松町、北方町、富加町、安八町

★お問い合わせいただければ、生協の職員がご説明と手続きにお伺いたします。

こんな方にご利用いただいています

夕食宅配サポーターさん募集中！
ご利用者拡大に伴い、夕食宅配のお弁当を配達していただくサポーターさんを募集します。

月曜から金曜まで
毎日お届けします。

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

生活サービス事業
各社ともお見積り無料！

12月15日
 (金)

毎月15日は
“ほほえみデー”

12月

28日（木） 大歳の市
  第一弾      29日（金）

30日（土） 大歳の市
   第二弾  全店あさ9時～よる7時 31日（日）

 1月 

  1日（月）    
 謹賀新年
全店お休みさせて
いただきます

  2日（火）

  3日（水）

  4日（木）初 市あさ10時～よる8時
(長良店はよる9時30分）

年末・年始の営業時間

 あさ9時～よる8時
(長良店はよる9時30分）

12月号・P2

生協のライフプランアドバイザーによる

相談会の3日前までに
お電話にてお申し込み
ください。

申し込み

12：30～17：00開催時間

お1人 1時間程度相談時間

コープサービス
東海職員

相 談 員

※　 相談会の日程では都合が悪い場合、別の日に相談をお受けすることもできます。下記までお問い合わせください。
株式会社東海コープ安全運転センター
コープサービス東海ぎふ
受付/9：00～17：00（土・日・祝休み） 　0120-854-955
株式会社東海コープ安全運転センター
コープサービス東海ぎふお問い合わせ

お申し込み

参
加
者
の
声

保障について自分なりに考えていたつもりでしたが、今回いろい
ろな面から教えて頂き、将来の不安が少し軽くなりました。あり
がとうございました。

日　　程 会　　　場

12月19日（火）　岐 阜 西 支 所
（岐阜市西河渡1-55）

12月20日（水）　可 児 店
（可児市下恵土2817-1）

12月21日（木）　尾 崎 店
（各務原市尾崎西町5-30）

12月26日（火）　益 田 支 所
（下呂市萩原町西上田1737）

保障の個人相談会 相談無料保障保障のの個人相談会個人相談会
生命・医療・がんなど、保障に関するご
相談に、専門の相談員がおこたえします。

東海コープ事業連合
生活サービス事業部 　　0120-282-220 受付/9：30～17：00

（土・日曜休み）

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

東海コープ事業連合
生活サービス事業部

お問い合わせ
お申し込み

生協を通してお申込みいただくと、組合員特典として各社基本料金
の『20%割引』となります。
生協を通さず各社にお申込みされた場合は、割引対象外となります。

スマホ・タブレット
こちらから→

ウェブサイトからは24時間

お引越

いつでも注文
カタログ

事前相談の受付　
9：00～ 17：00

やまひで

お見積りのお申込みは生協まで

※窓口の電話番号は提携社へ転送されます。


