
参加者
アンケートから

http://www.coop-gifu.jp/
コープぎふ →〔HOME〕→〔知る・楽しむ〕→〔イベント・料理交流会・学習会〕

※�募集要項はコープぎふのホームページからもご覧いただけます。

①13：20～　ローン減税と補助金と税制特例
②14：10～　新築コストダウンの7法則
　14：50～　質問＆相談タイム　

①10：10～　こっそり話す リフォーム業界の裏事情
②10：55～　わが家の寿命をあと20年のばすコツ
③11：40～　屋根・外壁　塗替えのコツ
　12：20～　質問＆相談タイム　　　　　　　　　　　　　

参加者
募集中!

日　時

場　所

参加費

定　員

締　切

5月26日（土）8:50集合  
8:50道の駅 上矢作ラ・フォーレ福寿の里集合〜15:00頃解散予定

アライダシ自然観察林（恵那市上矢作町地内）

2,000円 / 人（大人）、1,500円 / 人（中学生まで）
�※参加費には「ガイド料」「入山料」等が含まれています。

20名 （最低催行人数：10名、申し込み多数の場合は抽選となります。�
乳児の参加はご遠慮ください）

※参加者確定後、詳しい案内をお届けします。昼食・飲物は各自持参ください。

5月12日（土）
主　催：生活協同組合コープぎふ くらしの活動部
協　力 :NPO 法人福寿の里自然倶楽部

「アライダシ原生林
　エコトレッキング・春」

コープぎふ
恵那中津支所
担当：大山 　 0120-256-830 受付/

10:00〜18:00
( 日曜休み )

お問い合わせ
お申し込み

アライダシは、標高1,000mに位置し、針葉樹と広葉樹が織りなす自然林として、美しい景観を作りだしています。

遊歩道を歩きながら、樹木や山野草に接し、鳥の声に耳を傾け、自然林の空気を存分に満喫して下さい。ガイドさん

に案内・説明して頂きながら、自然環境の大切さについて体感していただきます。

同時開催

コープぎふ
住宅事業部 　 0120-706-866 受付/9:00〜17:00

( 月〜土 )
お問い合わせ
お申し込み

住　宅

コープぎふ住まいるフェア　

新築の基礎講座

リフォームの基礎講座
会　場

無料

無料

参加者
アンケートから

コープぎふ西濃支所 2 階会議室

安心して暮らせる、使い勝手の良い家にするための講座です。
興味のある講座や相談のみの参加もＯＫ！

日　時 5月12日（土） 10:00 ～16:00

・�建築士さんの「家づくりは楽しい」という言葉が印象に残りまし
た。時間がかかっても大変でも、その経過・過程を含めて楽し
めるというメッセージをいただきました。

・基本的なこともわからなかったので参加してよかったです。
・知りたい事、知らなかった事など説明されて、よく分かりました。

参加費：1テーマ 100 円 (１人 )要予約いのちのはじまり

子育てが未来をつくる
すべての子どもに、素晴らしい人生のスタートを。
それが平和で創造的な社会を築く一番の近道。
そのための子育ての方法は一つじゃない。　　

世界中、いろいろな環境下での
いろんな育児を見つめたドキュメンタリーです。

場　所： みんなの森 ぎふメディアコスモス／かんがえるスタジオ
入場料：無料
定　員：各100人※電話にてお申し込みください。

日　時： 5月8日（火）～ 14日（月）9:00 ～ 21:00 
8日は午後（13：00頃）から開催、14日は午前中（13：00まで）のみ開催

場　所： みんなの森 ぎふメディアコスモス みんなのギャラリー

©The Beginning of Life

映 画 上 映 会 の お 知 ら せ

岐阜県ユニセフ協会☎058-379-1781 受付/9:00〜16:00
( 土・日・祝休み )

お問い合わせ
お申し込み

5月12日（土）上映時間は約90分、日本語字幕です。
第1回 10：30～／第2回 13：30～

2018 ユニセフ・パネル展 & 支援物資の展示  

期間中は、もったいないばあさんのワールドレポート展や
アグネス大使シリア周辺国の訪問の写真なども展示します。

主催：岐阜県ユニセフ協会／共催：岐阜市

日 時：

４月23日（月）〜４月28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

2018年５月２週 19号
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そのまま食べられるから、そのまま食べられるから、そのまま食べられるから、
よくサラダに使うわ。大根を塩よくサラダに使うわ。大根を塩よくサラダに使うわ。大根を塩
もみした物に汁ごと入れて、マもみした物に汁ごと入れて、マもみした物に汁ごと入れて、マ
ヨネーズで和えるの。炊き込みヨネーズで和えるの。炊き込みヨネーズで和えるの。炊き込み
ご飯もいいわよ！ご飯もいいわよ！ご飯もいいわよ！
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チャーハンに使うチャーハンに使うチャーハンに使う
よ！子どもがよくよ！子どもがよくよ！子どもがよく
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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。
（次回6月1週 扱い予定）

No.272

商品案内 5月2週・P51

国産 ほたて貝柱水煮
　　　（ほぐし身）

3249 70ｇ（固形量45ｇ）348円348円
（税込375円）

葬祭サービス

介護サービス

多治見支所エリアの土岐市
での葬儀の施行を開始しました！

◇5月より下記の葬儀社が葬祭サービス提携社に加わります。
株式会社レクスト・リンク（土岐市）※（　）内は本社所在地　

◇土岐市・多治見市の下記の式場での葬儀の施行が可能になります。
　※（　）内は式場所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎セレモニーホール 豊格院多治見斎場
　 （多治見市光ヶ丘5丁目9-26）
◎フューネラルハウス 豊格院ファミール多治見中央
   （多治見市錦町3-13）
◎フューネラルハウス 豊格院ファミール多治見西
   （多治見市高根町2-115-1）
◎セレモニーホール 豊格院土岐南斎場
   （土岐市下石町2080）
◎フューネラルハウス 豊格院ファミール土岐
   （土岐市泉仲森町1-8-3）
◎フューネラルハウス 豊格院ファミール土岐口
   （土岐市土岐津町土岐口1782-9）
◇式場見学、葬儀事前相談にも随時対応させていただきます。

フューネラルハウス 豊格院ファミール土岐フューネラルハウス 豊格院ファミール土岐

コープぎふ
葬祭サービス窓口　 0120-176-038受付/9:00～17:00コープぎふ
葬祭サービス窓口お問い合わせ

みなさまのご来店をお待ちしております。
※　 一部対象外商品があります。

組合員カードのご提示でお買い物総額
から5%割引いたします。

 5月6日（日）は
５% オフ 
 セール

介護のお手伝いが必要な組合員さん

ケアマネージャー募集中

コープぎふの「ケアプランセンター」では、ご自宅で自分らしい生活が
おくれるよう、介護のご相談・ケアプランの作成などを行なっています。
なお、ケアプランの作成費用は全額介護保険で支払われますので、基本
的に自己負担はありません。
●介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き代行
●ケアプラン（居宅介護サービス計画）の作成

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
☎ 058-322-5881 ☎ 058-214-6147

ケアマネージャー募集中
コープぎふ ケアプランセンター各務原

お問い合わせ

コープぎふ
介護事業部 ☎058-214-6148 担当：田口コープぎふ
介護事業部お問い合わせ

一緒に働くケアマネージャーを募集しています。職場見学なども行
なっていますので、お気軽にお問い合わせください。
給与：２２５，８００円～
賞与：年２回 
手当：担当手当、※オンコール手当、通勤手当、時間外手当、
　　  家族手当 など

コープのお店

Ｇサロン （Ｇには、Gifu,Gift,Good,Gold,Giveなどたくさんの想いをこめています。）

日　時　５月１日（火） 10：00～12：00
会　場　 ながら虹の家（岐阜市福光南町12-9コープ長良店北側）

おたすまカフェ おたがいに、スマイルでがモットーです。

日　時　５月９日（水） 10：00～12：00
会　場　 コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

ふらっとおしゃべり
日　時　５月12日（土） 9：30～11：30　　　
会　場　  ほっとサロン（各務原市那加東新町2-146）

おしゃべりからくらしの様子、ちょっとし
た困りごと、「こんなことできるよ」、「こん
なことできたらいいね」と地域でのささえ
あいなどを話し合います。あなたのお力と
少しの時間をご協力ください。

参加費無料、事前申し込み不要 当日会場にお越しください。

参加費無料、事前申し込み不要 当日会場にお越しください。

西濃地域のたすけあい活動を考える会・知っ得講座 パート 4

コープぎふ
くらしたすけあいの会事務局☎058-370-6876 受付/10:00～16:00

( 土・日・祝休み )
コープぎふ
くらしたすけあいの会事務局

お問い合わせ
お申し込み

会　場　 コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）
参加申し込み　資料準備のため５月11日（金）までにお申し込みください。

講　師　 荒引真由美さん（岐阜赤十字病院副院長・看護部長、設定看護管理者）

心と心の架け橋ケア

日　時　５月17日（木）10：00～12：00

会　場　 コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

始めてみませんか、地域での“たすけあい”

日　時　５月17日（木）13：00～15：00
あなたの目の高さでのおたがいさまのたすけあいを話し合
いましょう。

一人ぐらしや高齢者世帯に対する見守りや支援などの基
本的なことを学びます。リラクゼーションのプチ体験あり。

（日赤健康生活支援講座）学 習 会

おしゃべり会

西濃地域の

たすけあい

を考える会

参加費
無料

今回は麻雀にチャレン
ジ。知らない方、初心者
も大歓迎です。教えてい
ただけます。もちろん賭
けませんよ。おしゃべり
だけでもＯＫ。

ちりめんうさぎ を作ります。
（材料費200円）

“”

（岐阜赤十字病院副院長・看護部長、設定看護管理者）

参加申し込み　資料準備のため５月11日（金）までにお申し込みください。

コープ夏のギフト
5月7日（月）より
スタート

毎月第一
日曜日

その他お気軽にご相談ください。 

※夜間連絡用の携帯電話を持った場合 

おいしい通信信 140

便利なほぐし身タイプなので、幅広い料理に
使えますね。

職員より
コメント

岐阜南支所
土田めぐみさんが

組合員さんから聴いた声


