
参加者
募集中！

日　時

場　所 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（�最少催行人数：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）

�10月13日（土）

コープぎふ →〔HOME〕→〔知る・楽しむ〕→〔イベント・料理交流会・学習会〕
※�募集要項等はコープぎふのホームページからもご覧いただけます。�http://www.coop-gifu.jp/

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

参加費

定　員

締　切

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・説明していただきながら、自然環境
の大切さについて体感していただきます。

※�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。

10月27日（土）8:50集合
（道の駅 上矢作ラ・フォーレ福寿の里～ 
 15:00頃解散予定）

コープぎふ
恵那中津支所 　 0120-256-830 受付/

10:00〜18:00
( 日曜休み )

お問い合わせ
お申し込み 担当：大山

アライダシ原生林 
エコトレッキング・秋入場

無料

JA めぐみの本店（関市若草通１丁目１番地）

その他、五平餅や大阪王将の餃子、焼き鳥、焼
きそばなどのテントバザー、こどもお楽しみ
企画、化粧品相談コーナーなど、楽しいイベ
ント盛りだくさん！ぜひご来場ください。

10月14日（日）10：00～15：00開催日時

会　　場

おいしい！　たのしい！

　    ワクワクがいっぱい！

コープぎふ
コープベル 　 0120-706-887 受付/9:00 〜 18:00

( 日曜休み )お問い合わせ

（総額300万円まで）

福祉活動助成金 第14期（2019年度分）申請受付中 !
　福祉活動助成基金は、コープぎふの組合員が参加する岐阜
県内での非営利的な福祉活動を資金面で応援するための基
金です。コープぎふの組合員が参加する活動や事業との関わ
りを深めながら、地域の福祉活動の応援をしていきます。

共同購入注文書（OCR用紙）の注文欄に注文番号と数量（口数）をご記入くださ
い。「e-フレンズ」（インターネット）でご注文の方は、「注文番号で注文」の画面
から、カンパ、募金番号と数量（口数）をご入力ください。後日、商品代金と一緒
に登録口座より引き落としさせていただきます。

「福祉募金」は、店舗で
も受け付けておりま
す。各店舗の専用募金
箱又はサービスカウン
ターまでお持ち下さい

助成金額は最高100万円までです

「福祉募金」を受け付けています

募集要項、申請用紙はコープぎふホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ
お申し込み
資料請求

生活協同組合 コープぎふ 
福祉活動助成基金事務局 058-370-6873☎ 受付/

9:00〜17:00
 （土・日曜休み）

月日 時間 会場 住所　

10月９日（火）10時〜 コープぎふ本部 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
14時〜

10月17日（水）10時〜 西濃支所 大垣市古宮町丸池129-1
10月26日（金）10時〜 飛騨支所 高山市石浦町6-20
10月30日（火）14時〜 多治見支所 多治見市旭ケ丘10丁目6-100

11月５日（月）
10時〜

コープぎふ本部 各務原市鵜沼各務原町1-4-1
14時〜

注文番号 品名 備考

3987 福祉募金 1口� 100円 希望の口数を
記入ください。3988 福祉募金 1口�1000円

助成金申請のための説明会を開催します

Aコース（施設・建物）	 1件100万円、1団体
Bコース（器具・備品など）	 1件20万円、5団体まで
Cコース（調査研究、交流、研究会など）	 1件10万円、10団体まで

　高齢者、障がいのある方、幼児・児童、その他住民の生活を支
援する活動、施設作り、「調査研究活動」「交流会、研究会、シン
ポジュウム開催」などが対象です。

2017年度助成「むくどりの会」さん、
太鼓の購入費を助成

2017年度助成「ぎふ多胎ネット」さん�
啓発研修会に助成

説明会は1時間程度です。事前にお申し込みください。

助成対象は以下の事業です

申請締め切りは
2018年

11月30日

生協の人気商品や 
　年末迎春食品の試食と紹介 !!

９月24日（月）〜９月29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10月２週41号
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●毎日のくらしにwithミルク                                    
20 ～ 30代の3人に1人が牛乳・乳製品をとっていません。カルシウムと
たんぱく質がバランスよく含まれる牛乳・乳製品を食べて健康的な食生活
を送りましょう。

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。

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。

食事をおいしく、バランスよくテーマ

食生活改善普及運動

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

講演会のご案内

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。

主催：コープぎふ環境懇談会

講演「気候変動の影響と私たちのくらし」
私たち「一人ひとりができること」は何 ?

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

＼このマークが目印／e-plus生涯学習研究所代表理事
省エネエキスパート

10月1日より、　　　　　にレシピサイト機能が追加 ！予告 !

■今週のおすすめレシピから商品
　を注文できる！！夕飯のメニューに
　迷った時に、作りたいレシピから
　商品がすぐに分かります。

100円均一のお菓子がいつでも注文できる
「お菓子カタログ」が追加されます。お気に
入りのお菓子を見つけてください！

■注文した商品で作れるレ　
　シピが見られる！！新しいレ　　
　シピの発見があるかも！？
　気に入ったレシピはマイ
　レシピに追加できます。

■ちょっとした空き時間を有効に使いたい方
■ステーション・共同購入でご注文用紙を提出
　することが困難な方
■スマホでコープのＣＭが気になった方

■e-フレンズ登録が特にオススメな方 

コープ共済センター
生活協同組合コープぎふ 　 0120-161-913 受付 /9:00～18:00

（日曜休み）お問い合わせ
http://coopkyosai.coop

(　　　　　　・ 　　　　　・ 　　　　　)の新規加入
申し込みの締切日は 毎月1日に変更 になりました。『 　　　 　　　』

初回掛金振替日 11月 5 日
契約発効日 11月 6 日

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

猛暑、極端な気候変化、豪雨災害や巨大台風被害の増加などの現
状と要因、2050年の天気予報などを分かりやすく教えていただき
ます。講師の小林さんは「もう温暖化防止ではありません。」と言
われます。防災、省エネ、快適、健康をキーワードに、暮らし方を
考えてみませんか。

環境懇談会

日  時 10月22日(月)  10:30 ～ 12:30
会  場 コープぎふ本部会議室(各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

講  師 小林由紀子氏

参加費 　無料 定  員 　40名
※どなたでも参加いただけます。参加ご希望の方は、電話でお申し込みください。定員と
　なり次第、締め切りとさせていただきます。

小林由紀子氏のプロフィール
岐阜市在住。地域や学校で環境教育に取り組んでおられます。お馴染みのUV
ビーズストラップやソーラーカー作り、えこちゃんくらぶの毎年恒例の「川の生
き物調べ」でご指導いただいています。環境・省エネの専門家として、くらしの
目線でお話いただけます。

お気軽に
ご参加下さい ！

その①便利なレシピサイト機能が追加されます ！ 9月17日（月）よりe-フレンズ限定
お菓子カタログが追加されました！

「2018年9月北海道地震緊急支援募金」に
ご協力ください !

９月６日未明に北海道で最大震度７の揺れを観測し、大きな被害が発生しました。
被災された皆様の一日も早い生活再建を願い、緊急募金に取り組みます。

期間：10月2週41号(10月1日（月）
　　　～ 6日（土））の商品注文受付
        時に募金いただけます。

◆募金箱の設置

注文番号 募金名
３９６７ 北海道災害募金百円

(1口  100円)
３９６８ 北海道災害募金千円

(１口1,000円)

◆共同購入注文用紙での募金 (OCR募金)

◆募金の活用
お寄せいただいた募金は、義援金及び災害・復旧の支援費用に充てさせていた
だきます。北海道生協連を通して被災地にお届けします。期間：9月12日(水) ～ 10月7日(日)   コープぎふの店舗に設置しています。

※4桁・6桁注文書番号欄に注文番号と数量をご記入ください。

このアイコンをクリック！

10月1日までに加入申込書を受付させていただくと…

10月2日～11月1日に加入申込書を受付させていただくと契約発効日は
12月6日となります。

CO・OP共済ニュース
コープのお店

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
 10月7日（日）は

５% オフセール
毎月第一
日曜日

ネット注文で便利な
e-フレンズ登録がまだの方は

こちらから！

早めに手続き
したほうが
よさそうなのだ。


