
総代になりませんか 〜わたしたち組合員の声でつながる生協〜

・飛 騨 支 所 	 0120 - 398 - 665
・益 田 支 所 	 	 0120 - 398 - 675
・恵那中津支所			0120 - 256 - 830
・多 治 見 支 所 		0120 - 278 - 752
・中 濃 支 所 	 0120 - 295 - 130

・各務原支所						0120 - 245 - 583
・岐阜南支所	 0120 - 453 - 277
・岐阜西支所 					0120 - 388 - 731
・西 濃 支 所 				0120 - 479 - 011　
　　

【受付期間】
　９月10日（月）～10月１日（月）

【 資　 格 】
　2018年８月20日現在で組合員（本人）の方

【 任　 期 】
　2018年10月中旬から１年間

【 申込み 】
　右記 該当支所にお電話いただくか、地域担当者・
　店舗サービスカウンター職員にお申し出ください。

2019年6月10日（月）予定

【6月】

「2018年度すすめてきたこと」
や「2019年度すすめていくこ
と」などの議案を、総代の賛否
により決定します。

【11月】

総代の役割や総代会までの流れ
の説明があります。2018年度
すすめてきたことの中間報告と、
普段のくらしの中で感じている
ことなどを出し合います。

受付時間／9：00～17：00（日曜休み）

コープぎふ組合員の中から500名の総代を選出します

総代さん
からの声

お問い合わせ

立候補・推薦の方法等について

【4月】

６月に行われる総代会の議案書
（案）をもとに、2018年度すす
めてきたことや、2019年度は
「こんなふうにしたい」というこ
とを話し合います。

〜地域ごとに開催〜〜地域ごとに開催〜

第20回通常総代会　会場の様子

わたしたち
組合員の声が
入っている
かしら！

総代が大事なこと
を決定するのね。
みんなの願いが
いっぱい！

（任期は10月中旬から1年間。下記の３つの会議があります）
コープぎふが「すすめてきた事」や
「これからすすめていく事」を
話し合ったり、決めていくために
組合員の代表として
選出された方が総代です。

初めて総代になりましたが、来てよかったな～と思いました。

より一層生協の事を詳しく知り、上手く活用していきたいなと思いました。

皆さんのメッセージを聞いて、私もいろんなことに頑張ろうと思いました。

商品お試しモニターとは、生協商品を食べてみて、使ってみて、簡単なアンケートに
答えていただく事で、商品を組合員さんに知っていただきお伝えする取り組みです。

商品お試しモニター760名大募集!
商品名 規格 お取引先名

レンジでコロちゃんコロッケ 325ｇ（5個） ニッキーフーズ
グリーンライフ 12ロールダブル ダイコク
チキン南蛮 415ｇ マルイ食品  
若鶏のケイちゃん　しょうゆ味 300ｇ 岐阜アグリフーズ
若鶏のケイちゃん　ピリ辛みそ 300ｇ 岐阜アグリフーズ
スモーク薫るロースハム 56ｇ×2 信州ハム   
産消提携米奥飛騨娘 450ｇ ＪＡ全農ぎふ
大豆そのまま豆腐 120ｇ マルツネ

せいきょうだしパック 144ｇ（12ｇ×12） 節辰商店  
ナチュラルケア メイクも落とせる泡洗顔 140ml ナリス化粧品 
ナチュラルケア うるおい化粧水うるおい乳液 170ml・130ml ナリス化粧品

減塩あらびきウインナー 65ｇ×2 明治ケンコーハム 
下呂波こんにゃく 220ｇ 下呂特産加工  
岐阜県産トマトうらごしタイプ 100ｇ コーミ

メロンの季節（氷菓）
メロンの味が濃い！タカミメロン

のさっぱりで甘い感じが大好きです。子
どもは、あま～い夕張メロンが好きみたい
です。� 西濃支所

�毎日鉄分��
すもも&プルーン味

ほど良い酸味でおいしく飲みやすかった
です。特に夏など暑い時にはさっぱりと
してよいと思います。子どももゴクゴク
と飲んでいました。� 多治見支所

商品はお任せと
なります！

モニターさんの声
せいきょうミルクプリン

味がやさしい甘さで食べやすい。
好き嫌いの多い子どもが「全部食べる」と
言って食べてくれました。� 岐阜西支所

お申込み多数の場合は抽選の
上、商品のお届けを持って商品モニター当選とさ
せていただきます。　
お預かりした個人情報は商品モニターの確認 ･連
絡のために使用します。

※�お届けする商品のご指定はできません。
ご了承ください。

9月4週（39号）のOCR注文用紙の４
桁注文欄に注文番号と注文数を「１」と記入してくだ
さい。
商品のお届けは10月2週（41号�10月8日～10月13
日)で、該当週にご注文のある方が対象になります。

応募方法 当選のお知らせ

注文番号 3958
コープぎふコープベル

受付/9:00～ 18:00( 日曜休み )
お問い合わせ 　 0120-706-887

９月10日（月）〜９月15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９月4週 39号
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160
多治見支所

青山妙子さんが
聴いた声

この前、購入された
バランスキューブは
もう使われました？

使ったよ！離乳食づくりに
とっても便利で子どもが喜んで
食べてくれるの！！
冷凍庫に欠かせなくなったわ♪ 赤キューブが

お気に入り♥

いつでも注文カタログに載っているから
企画を待たなくてもいいわね！
教えてくれてありがとう！

　それは
良かったです！

青山

co・op

喜んでもらえて
嬉しいです！

青山

co・op

青山

co・op

職員より
コメント

素材の美味しさをそのまま味わえる便利な離乳食用の商品
です。 おかゆやスープなど様々な離乳食がつくれます ！※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

月刊いつでも注文カタログ9月号・Ｐ14
8326
（黄）

8327
（緑）

8328
（赤）

8329
（白）

（次回予定　いつでも注文カタログ10月号）
140ｇ（12粒）

バランスキューブ
（黄・緑・赤・白）

9月1日（土）～ 30日（日）は食生活改善普及運動月間です。野菜摂取量の増加、食塩摂
取量の減少、牛乳・乳製品の摂取習慣を身につけることを目標に全国的に取り組みます。

毎日プラス1皿の野菜
大人が1日に必要な野菜摂取量は350gと言われています。現状は277g、もう1皿分の
野菜が不足しています。

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」

＼このマークが目印／

＋
＊一部対象外商品がございます。
＊電子ぎふっこカードもご利用いただけます。

5％割引いたします。

ぎふっこカードと組合員カードのご提示で
お買い物総額から

9月23日(日）は〝ぎふっこカードデー〟
コープのお店 みなさまのご来店をお待ちしております。

毎月　　　　
第4日曜日

レンゲ栽培米ハツシモ 
稲刈り体験交流会

「レンゲ栽培米ハツシモ」でおなじみのJAにしみのさんの田んぼで、お米
づくり体験に取り組んでいます。今回は６月に皆で植えた稲が育ち、お米
の収穫時期を迎えます。手刈り体験、コンバインの実演、農協生産者の皆
さんとの交流や「レンゲ栽培米ハツシモ（新米）」のおにぎりも用意してい
ます。ご家族で、お友達同士で「稲刈り体験」しませんか？

開催日：１０月２０日（土）　※雨天中止（前日が雨の場合も）

開催時間：10：00～13：30頃（9：30頃から受付開始）

集合場所：西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）
開催場所：西美濃農協管理の田んぼ（西濃支所の北側の圃場）

募集人数：４０人（大人、子ども含む）

参加費：大人300円、子ども100円 ※おにぎり付

お申し込み方法：お電話にてお申し込みください。

応募締切：１０月６日（土）

※応募多数の場合は抽選となります（１０月１０日（水）までに結果をご
連絡します）。参加者確定後、詳しいご案内をお届けします。

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 )
お問い合わせ
お申し込み

少量規格が増えます ！
■飲料の1本規格が増えます　　　　　
　   試してみたいときは1本から購入
     できるようになります。
■お米の2kg規格が増えます
　 家族の人数に合わせて購入できる
     ようになります。
　　 色々なお米を試していただくことが
    できます。

【飲料　1本規格】  【お米　2kg規格】

210円
（税込226円）凍

参 加 者 募 集のご案 内

コープぎふのお店ではチラシやPOPを掲示し
て健康的な食生活を呼びかけています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

食事をおいしく、バランスよくテーマ

予告 ！！ 組合員さんの声にお応えして、
来週10月1週（４０号）から商品案内がリニューアルします ！ ！

←

←

食生活改善普及運動

飲料やお米の少量規格、ドライ商品の品揃え充実、リクエストページもパワーアップします。

 1本

 2kg

※商品案内画像はイメージです


