
第40回ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金

手と手を結ぶ、子どもの未来
どなたでも参加できます。一緒に参加しませんか。少しの時間でも歓迎です。

　今年のテーマは「すべての子どもに５歳の誕生日を」です。
　世界の子どもの生存状況は、この四半世紀でめざましく改善しました。しかし、
改善の度合いは一様ではなく、子どもの死が、より貧しい地域へと急速に集中しつ
つあることが分かっています。さらに、子どもたちの死の大半が、安全な飲み水や
食べ物、予防接種や医療へのアクセスなど、日本では当たり前にあるものが手に入
らないために起きています。ユニセフは、どんなに貧しい遠隔の村でも子どもたち
の命が等しく守られるように、基礎的な医療ケアを地域の人々の手で行えるしく
みづくりに力を入れています。

・100円で……免疫力をつけて感染症や失明を防ぐビタミンA 100人分
・1,000円で……子どもの栄養不良を改善するペースト状の栄養補助食 30袋
・3,000円で……はしかから子どもを守るための予防接種ワクチン 87回分

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。1979年の「国際
児童年」に始まり、今年で40回目を迎えます。

５歳の誕生日を迎えることなく命を落とす子ども、
年間560万人

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 )
お問い合わせ
お申し込み

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

月日 時間 住所 会場

12月1日(土） 10:30〜11:30 下呂市
バロー萩原店 
ショッピングセンター ピア

12月2日(日）
10:30〜11:30 各務原市 コープぎふ　尾崎店
10:30〜12:00 岐阜市 コープぎふ　芥見店

12月8日(土） 10:30〜11:30
高山市

駿河屋アスモ店 
フレスポ飛騨高山

郡上市 大和リバーサイドタウンPio
12月15日(土） 10:30〜12:30 可児市 コープぎふ　可児店

12月22日(土)

10:00〜12:00

多治見市 コープぎふ　多治見店

大垣市
アルプラザ鶴見店
イオンタウン大垣
JR大垣駅北口通路

10:00〜12:30 恵那市 コープぎふ　恵那店

10:30〜11:30
美濃市 サピーショッピングセンター
関市 とれったひろば関

11:00〜12:00 各務原市
マックスバリュ各務原店
アピタ各務原店

13:00〜15:00 岐阜市 JR岐阜駅北口2階歩行者用デッキ

12月23日(日)
10:00〜12:00

岐阜市
コープぎふ　長良店

10:00〜17:00 マーサ21

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

募金はこんな支援が可能になります（1米ドル112円の場合）

※一部予定を含みます。

①10：10～10:50 こっそり話す リフォーム業界の裏事情
②10：55～11:35 わが家の寿命をあと20年延ばすコツ
③11：40～12:20 訪問業者も怖くない！ 外壁＆屋根 塗替えのポイント
　12：20～13:10 質問＆相談タイム

①13：20～14:00 新築 はじめの一歩
②14：10～14:50 新築コストダウン7つの法則
　14：50～16:00 質問＆相談タイム

会 場 大洞虹の家（岐阜市大洞緑山一丁目 1-5)

日　時

相談無料

参加無料

当日参加OK

要予約

12月8日（土）10:00～16:00 午前はリフォームの基礎講座・午後は
新築の基礎講座です。
住宅のご相談のみの参加もOKです。

寒さや結露のお悩みは断熱がカギです！

（前日までにお電話にてご予約ください）

個別相談は随時予約を受け付けています。お気軽にご相談ください。

リフォームの基礎講座

住まいるフェア

新築の基礎講座

住まいの窓・断熱相談会
お店で『あんみつガラス』や『内窓』の見本を展示して、ご相談にお応えします。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。

開催時間はすべての会場で、10:00～16:00です。
日　程 会　場

12月 ７日（金）・８日（土）
多治見店 (多治見市京町4-109)
可児店 (可児市下恵土2817-1)

12月14日（金）・15日（土） 尾崎店（各務原市尾崎西町5-30）

講座内容・時間割等詳細はコープぎふホームページまたはお電話にてお問い合わせください。

©UNICEF/UN063412/Schermbrucker

西濃地域のたすけあいを考える会

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　12月５日（水） 10：00～12：00

私にできること、みんなでできたら良いことを話し合いましょう！
西濃医療生協“しずさとたすけあい”のお話しをお聞きします。

認知症の予防と対応について学びます。

おたすま講座 一緒に学ぼう

参加費無料

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

会　場　�コープぎふ西濃支所 
（大垣市古宮町丸池129-1）

11月30日（金）までにお電話にてお申し込みください。

“こころとこころの架け橋講習”

日　時　12月６日（木） 10：00～12：00

Part2

11月19日（月）〜11月24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12月1週 49号



※�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 168

No.302   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

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回扱い未定） （次回12月5週扱い予定） （次回12月3週扱い予定）

組合員　さん��������������� ��　いつもエビフライか天ぷらで
使います。孫がこのエビを使った天ぷらが大好
きで、遊びに来た時「今日、何食べたい？」と聴
くと「天ぷら�！�」と言って楽しみにしてくれていま
す�！�エビも大きくて食べ応えがあってとても
気に入っています。

　�　　　　　��　　　　　使い勝手がいいか
ら冷凍庫に常備しています。炒め物や
スープによく使います。冷凍なのにくっ
ついてないので、使いたい分だけ使うこ
とができて助かっています。

160ｇ（10～11尾）
648

商品案内
12月1週 P3 商品案内

12月1週 P32

各務原支所
中村武宏さんが聴いた声

738
797

恵那中津支所
小川達也さんが聴いた声

凍

組合員カードのご提示で、お買い物総額から5％割引します

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。

 12月2日（日）は
５% オフセール

毎月第一
日曜日

13：00〜17：00
�※�共済・保険の専門職員がその場でご質問、
���ご相談を承ります。お気軽にお立寄り下さい。

◦満期が近い　
◦商品提案を受けている
◦保険料を節約したい…　など

よろしければ保険証券をお持ちください

日　　程 会　　　　　　場

12 月  6 日（木） 多 治 見 店　（多治見市京町 4-109）

 12月12日（水） 長 良 店   （岐阜市福光南町 7-17）

 12月13 日（木）
恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）

尾 崎 店 （各務原市尾崎西町 5-30）

 12月15日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）

 12月19日（水） 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）

時　間

無　料・予約不要

店頭にて
開催いたします 保 障 相 談 デ ー

受付/9：00～17：00
（土・日・祝休み）

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 0120-854-955お問い合わせ

CO・OP共済ニュース

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

＼＼毎年恒例！３袋規格／／
生いもこんにゃく

１袋あたり９０円(税込９７円)

３袋規格 税込291円各270円
組合員さんの声　

・食べてみてすぐ「美味しい!!」と思ったのは初めてです。
　　　　　　　　　　   ・毎年、３袋規格を楽しみにしています。

500ｇ（20～25尾）

 ブラックタイガー
 えび特大・大
凍

      板こんにゃく

      糸こんにゃく

下呂
板こんにゃく

下呂
糸こんにゃく

250ｇ（1枚）×3

200ｇ×3

250ｇ（1枚）×3

200ｇ×3

033

032

917

916

蔵

蔵

蔵

蔵

044
 ブラックタイガー
 えび大（下ごしらえ済）       料理用カット

ベーコン（無塩せき）

12月9日(日)まで 12月9日(日)まで

冬ギフトのお申込みは
　　12月18日(火)まで

ご予約承っております 早期割引

早期割引 早期割引

農産品は
11月25日（日）まで
農産品以外は
12月 2 日（日）まで

クリスマス商品
12月17日(月)まで

迎春商品
12月26日(水)まで

200ｇ凍 360
388

1,980
2,138

045

年 末 商 品 お す す め 情 報

お知らせ　1

お知らせ　2

お知らせ　3

CO･OP共済《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》に
                                                              ご加入の皆様へ

これまで
毎月26日振替

2018年11月5日振替分より、ご利用の預金通帳などの摘要欄には
「コープギフ」と記載されます。

2018年
11月から　

毎月5日振替
　　　　　　　　　

（金融機関非営業日の場合は翌営業日）

の掛金の振替日が変更になりました

預金通帳等への記載が変更になりました

ご利用明細書（請求書）への記載が変更になりました

共済掛金振替の変更に関するお知らせ

1.宅配の商品代金の引き落とし口座と
    共済の掛金の引き落とし口座が同じ方  
●ご利用明細書（請求書）に共済掛金の引き落とし
   代金が表示されます。

2.宅配の商品代金の引き落とし　
　 口座と共済の掛金の引き落と
　し口座が異なる方  
●共済掛金の引き落とし代金は、ご利用　
　明細書（請求書）に表示されません。

共済掛金の引き落とし金額も
表示されるようになります。

毎月5日の振替日が変更になり、商品代
金と共済掛金の合計額が表示されます。

※ご登録の口座によっては変更にならない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

11月請求分からの通帳の表記

小澤商店 下呂特産加工

年に1回の企画なのでお見逃しなく ！


