
くらしの見直し講演会のご案内

可児市文化創造センター ala
レセプションホール
（岐阜県可児市下恵土3433-139）

※�下記電話番号に申し込みをお願いいたします。
※�申込の際に参加者氏名・連絡先電話番号・参加人数等
をお聞きいたします。
※�お寄せいただいた個人情報は講演会の連絡の他に�
コープぎふのご案内等に利用させていただく場合がご
ざいます。ご了承ください。 後援団体　コープ共済連

 共済部 LPAの会事務局

（12:30より受付開始）

日　時

会　場

定　員

主　　催

100名（定員になりしだい、締め切らせていただきます。）

無料

託 児:あり（有料）お一人様200円 先着5名ほど　　
（事前にご予約ください）

明るいセカンド
ライフにむけて ４０代 からはじめる

老後資金作り

老後不安解消術！
老後資金を貯めなくてはと思いつつ、どのように貯めるといいのか、何から手をつけるといいのかわからない
人が多数かと思います。すでに年金生活を送っている人の収支を参考にこれから貯める金額を見つけ、将来
に向けて貯蓄していくコツを伝授します。40代、50代の家計の見直しポイントも合わせてアドバイスします。

コープぎふLPAの会

9月14日(金)13:00～15:00

※日程は週刊コープぎふ等でお知らせします

10月

11月
10月中旬以降〜

「今さら聞けない社会保障の話」

11月中旬以降〜
「エンディングノートの書き方」

コープぎふ
LPA の会事務局 ☎058-370-6713 受付/9:00〜17:00

( 土・日曜休み )
お問い合せ
お申し込み

LPA学習会のご案内
〜LPAと一緒に学びあいませんか？〜

TV出演多数

◆学習会予定

講師   深
ふ か た

田  晶
あ き え

恵 氏
生活設計塾クルー取締役ファイナンシャル・
プランナー（ＣＦＰ®）  　外資系電機メーカー
のＯＬから1996年にＦＰへ転身。セミナー
では「すぐできるマネープラン」を提案。
近著に「サラリーマンのための手取りが増えるワザ
65」「住宅ローンはこうして借りなさい・改訂6版」

「定年までにやるべき「お金」のこと」など。
http://www.akie-fukata.com/                     

「ダイヤモンドオンライン好評連載中」

コープぎふ
経営企画部　☎058-370-6875 受付/9:00〜17:00

( 土・日曜休み )
お問い合わせ
お申し込み
お問い合わせ
お申し込み

〈ステージ企画〉

みんなで一緒に歌おう 
（フォークグループ伊舞木座）

ハーモニカ演奏

ながら児童合唱団による合唱

きょうされんの仲間のダンス	

キッズダンス

布芝居

ピースアクションin 
ヒロシマ・ナガサキ参加報告

お問い合わせ コープぎふ 
くらしの活動部 ☎ 058-370-6873 受付/9:00〜17:00

（土・日曜休み）

♥子どもたちが平和について考える「きっかけ」
　となるような楽しい企画を用意してお待ちしています!

主催 : こども平和ひろば実行委員会
・岐阜県被爆者の会（岐朋会）・岐阜県学校生協・西濃医療生協・きょうされん岐阜支部
・岐阜県ユニセフ協会・ぎふ西部子ども劇場・ぎふ山県子ども劇場
・国民平和大行進実行委員会・コープぎふ・コープぎふ労働組合・全岐阜県生協連
後援 : 岐阜市、岐阜市教育委員会

〈コーナー企画〉

平和の絵を書こう

おりがみ＆しおりを作ろう

昔のあそびをやってみよう

平和のパネル展

絵本マンガ読み間かせ

被爆者の体験を聞こう

岐阜空襲資料展示

平和のアニメ上映

平和クイズラリーにチャレンジ！ 
プレゼントを用意しています。

8月18日（土）10:00〜15:00
マーサ 21南館 4階マーサホール
（岐阜市正木中1-2-1）

〜平和大すき !平和っていいね〜

参加費無　料

離乳食教室のご案内
離乳食のはじめ方や進め方、作り方のポイントなど
一緒に楽しく学びましょう。

各回の対象年齢に該当するお子さまとその保護者 
（組合員以外の方もOKです。）
※託児はありません。抱っこ紐を持参していただくよう、よろしくお願いします。

 各回 10名 (予約制)
1,000円（初めての参加時にテキスト代130円が別途必要です）

コープぎふ 岐阜南支所 3階大会議室 （羽島郡岐南町八剣北1-209）
※�3階の会場フロアまでの移動は階段のみとなります。お越しの際は足元に十分お
気をつけください。

対　象

定　員

参加費

開催地

開催日程

カリキュラム 対象年齢 開催日程 時間

1 ゴックン期 4〜6か月 8/25（土）・10/6（土）・
12/15（土）・2/23（土） 10:00〜10:50

2 モグモグ期 6〜8か月 8/25（土）・10/6（土）・
12/15（土）・2/23（土） 11:10〜12:00

3 カミカミ期 9〜11か月 9/22（土）・11/17（土）・
1/26（土）・3/16（土） 10:00〜10:50

4 パクパク期 12〜18か月 9/22（土）・11/17（土）・
1/26（土）・3/16（土） 11:10〜12:00

こちらの
二次元バーコードを
お読みとりいただいても
ご覧いただけます。

協賛：コープぎふ・一般社団法人 Ritzbaby（リッツベイビー）

主催:（公社）岐阜県栄養士会

詳しくはコープぎふホームページ下段 イベントより離乳食教室をご確認頂き
お申し込みください。（岐阜県栄養士会への直接のお申し込みとなります。）

申し込
み方法

８月６日（月）〜８月11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8月4週 34号



※長良店は 21：30まで

※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

おいしい通信信 155

No.287   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

（次回8月5週扱い予定）

組合員　さん

種抜きプルーン　　　　　　　　　　　434

                 とてもおいしいです。他でも
買ってみたけど生協のプルーンが一番お
いしいから、企画がある時にまとめて買
います！

P24商品案内
8月 4週 　 　　　　　 すぐに解凍できるし美味しい

です。手軽で助かっています。主人は
ご飯に乗せるのではなくて、そのまま
酒のつまみにして食べています。おくら
を刻んで混ぜても美味しいですよ。

商品案内
8月 4週 P2組合員さ

種抜き種抜きプルーン　　　　　　　　　　　プルーン　　　　　　　　　　　プルーン　　　　　　　　　　　プルーン　　　　　　　　　　　434

                 とてもおいしいです。他でも                 とてもおいしいです。他でも組合員                 とてもおいしいです。他でも組合員さ                 とてもおいしいです。他でもさん                 とてもおいしいです。他でもん                 とてもおいしいです。他でも
買ってみたけど生協のプルーンが一番お
いしいから、企画がある時にまとめて買
います！

P24P24商品案内
8月 4週

サーモンたたき丼　　　　　
（粗挽きタイプ）

033
各務原支所

黒田利佳さんが聴いた声
428円428円
（税込462円）

　9：00～20：00 　9：30～20：00

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

8月11日（土・祝）～12日（日） 8月13日（月）～15日（水）

住　宅

場 所

場 所

コープぎふ多治見店(多治見市京町4-109）

コープぎふ多治見店(多治見市京町4-109）

前日までにお電話
にてご予約ください

8月25日（土）

8月25日（土）

10:00～12:30

13:30～16:30

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

( 月～土 )
コープぎふ
住宅事業部

お問い合わせ
お申し込み

リフォーム相談会

新築スタート講座

当日参加OK
参加費無料

参加費無料

10：10～　リフォーム相場と見積書の見方
11：00～　屋根・外壁　塗替えのポイント　

・10:00～16:00までは、タイルと端材を使ってネームプレートやコース　　　　　ター作りの夏休み工作体験もあります   

　13：30～　家づくりはじめの一歩
　14 ：15 ～　住まいづくりの「総費用」と「資金計画」
　15：00～　住まいのパートナー選びのポイント
　15：45～　質問タイム・個別相談

多治見支所
早川栄一さんが聴いた声

     80ｇ（40ｇ×2）+タレ

葬祭サービス

福  祉

生活サービス

葬儀学習会のご案内

☎058-370-6038葬　　祭
サービス

受付/9：00～17：00
（日曜休み）

葬　　祭
サービス

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ　葬祭サービス担当対　　応
開催前日までにお電話にてお申し込みください参加申込み

※　 次回の学習会は11月に開催を予定しています。

日　　程

内　　容 ●葬祭サービスの概要　　●前もって考えておきたいこと、
通夜・葬儀の流れについて　　●質疑応答　

日　時 会　場
8月 21日（火）

10：30
～

12：00

多治見支所 （多治見市旭ヶ丘10-6-100）

8月 24日（金） 可児店（可児市下恵土2817-1）

8月 28日（火） 恵那中津支所 （恵那市東野字山の寺1261）

8月 31日（金） 飛騨支所（高山市石浦町6-20）

お近くのコープのお店でお気軽にご相談 ！

ハウスメーカーとの違いがわかる ！

「2018年度生協福祉用具カタログ」のご案内

「月刊ポピー」のご案内

日ごろの感謝をこめて、敬老の日のプレゼントにいかがですか ？

コープぎふ
福祉サポートセンター　 0120-414-294 受付 /9:00～17:30

（月～土）
担当
馬場

コープぎふ
福祉サポートセンター

お問い合わせ
お申し込み

•月刊幼児ポピー（2・3歳児から年長）
•月刊小学ポピー（1年～6年）
•月刊中学ポピー（1年～3年）
年齢・学年に応じた教材が毎月ポストに届きます。

◎不要なおまけがなくてシンプル、続けやすい価格です。
◎小学・中学ポピーは教科書に沿っていて予習・復習にピッタリ！
                                                 　　  ※詳しくは今週配布のチラシをご覧ください

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）お問い合わせ

画像は幼児ポピー（年長さん用）の一例です

おためし見本・月刊購読は、
お気軽にお申し込みいただけます ！

①パソコンからは東海コープ生活サービス事業部ウェブ
   サイトのくらしのサービス内「ポピー」からお申し込み 
   いただけます。

②スマートフォン・タブレットからは右記

　のコードをお読み取りください。

③お電話からは下記フリーダイヤルで受付しています。

 ＊共同購入、宅配、ステーションをご利用の方はOCR注文用紙に　
　   下記の注文番号と数量をご記入ください。

 ＊店舗でご利用の方は下記お問い合わせ先まで 直接お申し込み　
　  ください。
  ご希望の商品に関するお問い合わせ、ご相談は福祉用具担当者が  
  承ります。お気軽にお問い合わせください。

凍 80ｇ（40ｇ×2）+タレ80ｇ（40ｇ×2）+タレ80ｇ（40ｇ×2）+タレ 298
321

60歳以上の組合員さん限定の割引デーです ！
ほほえみシールの貼付された組合員カードの
ご提示でお買い物総額から5%割引いたします。

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。

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。
登録は簡単！

※一部対象外商品があります。

毎月15日は“ほほえみデー”8/15
（水）

お盆期間も通常どおり営業いたします

注文番号 4998


