
CO・OP共済ニュース

えこちゃんくらぶ
定例会 in恵那

岐阜県東濃地域には、「生きた古代植物」といわれる貴重な
シデコブシの群生地があります。シデコブシは環境省のレッ
ドデータブックの絶滅危惧Ⅱ種にリストアップされています。
中津川シデコブシの会の伊藤はるみさんから、シデコブシ保
護の取り組みと地域の環境についてお話をうかがいます。

えこちゃんくらぶは、環境に関心のある子どもたちを応援しています

日時／４月４日（木）10:30～12:00

一万年の時の流れを感じてみましょう！ この時期は例年、シデコブシの白い花が見られ
ます。ご希望の方は午後のえこちゃんくらぶ定例会へも参加いただけます。

開花状況により日にちを変更する場合は、別途連絡します。

会　　場／ 中津川市のシデコブシ群生地
集合場所／ コープぎふ恵那店（恵那市長島町中野２丁目５－１）
参 加 費／無料　
募集人数／親子10組（お一人でも参加できます）
申し込み締切／３月23日（土）お電話にてお申し込みください。
主催／コープぎふ　えこちゃんくらぶ

第２回 総代会議 
「わたしたちの声でつながる生協」を
 実感できる総代会にしましょう。

それぞれの開催地区（支所）までご連絡ください受付/9：00～17：０0
（日曜休み）

※ 開催時間は10：00～12：30（予定）となります。
（午後企画のある会場もございます）
※ ご利用もしくは所属されている開催地区以外の
会場でも参加できます。

お申し込み締切
3月30日（土）

コープぎふの組合員であれば
どなたでも参加できます

6月10日の第21回通常総代会に向けて、議案の提案や質疑を行う事前検討の場です。
わたしたち組合員1人ひとりの声や地域からの声で、人と人がつながり、生協の活動に
つながっていることを実感できる総代会にするため、第2回総代会議に参加しませんか？
コープぎふの組合員であれば、どなたでも参加できます。
詳しくは、それぞれの開催地区（支所）までご連絡ください。

開催地区 開催日 会場 お問い合わせ Tel

飛　騨
4月12日（金) 石浦うらら館 飛騨支所

0120-398-6654月13日（土) 石浦うらら館

益　田 4月17日（水) 釜ヶ野集会所 益田支所
0120-398-675

恵那中津
4月18日（木) 恵那店

恵那中津支所
0120-256-8304月19日（金) 中津川文化会館

4月23日（火) 恵那中津支所

多治見

4月16日（火) 多治見店

多治見支所
0120-278-752

4月18日（木) 瑞浪市産業振興センター
4月20日（土) 多治見支所
4月22日（月) 可児店
4月23日（火) 可児店

中　濃
4月22日（月) 中濃支所 中濃支所

0120-295-1304月25日（木) やまと総合センター

各務原
4月16日（火) 本部（各務原支所２階） 各務原支所

0120-245-5834月25日（木) 各務原市産業文化センター

開催地区 開催日 会場 お問い合わせ Tel

岐阜南
4月15日（月) 岐阜南支所 岐阜南支所

0120-453-2774月19日（金) 岐阜南支所

岐阜西

4月16日（火) ながら虹の家
岐阜西支所
0120-388-731

4月18日（木) 大野総合町民センター
4月20日（土) 岐阜西支所
4月22日（月) ながら虹の家

西　濃
4月16日（火) 西濃支所

西濃支所
0120-479-0114月22日（月) 西濃支所

4月25日（木) 青年の家

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

 実感できる総代会にしましょう。 実感できる総代会にしましょう。

コーすけからのおしらせ

家の保障

ちゃんと

考えないとね

最近

台風とか地震とか

心配よねー

相談・見積依頼書

初めて木や花を見ました。ピンク、白でかわいい花でした。人の手で自生地が減り、
また人の手で守らなくてはならないという矛盾した現状はかなしいですね　　
自然と繋がっている私たちのくらし。環境を大切にしなければと思いました。

参加者の感想

３月４週お届けの

商品案内にこちら

のチラシがはいっ

ているよ。

おうちの保障は災

害が起きる前に備えておくことが大切!

くわしくはチラシを見てみるのだ。

気になったら、中面の「相談・見積依頼書」を応

募してみよう。まってるのだ♪

第２回総代会議　進行予定
  9:30～ 受付開始（当日使用する資料の確認など）
10:00～10:05 開会あいさつ
10:05～11:00  通常総代会の議案説明

事業所からの報告
11:00～12:10 分散会

12:10～12:30 分散会の報告
 まとめ
12:30～ 終了、昼食（お弁当を用意しています）

※午後企画のある会場もございます。
※会場により、上記予定を若干変更する場合がございます。
※ ご参加いただく方に昼食（お弁当）を用意させていただきますので、
事前に参加のお申し込みをお願いいたします。

えこちゃんくらぶ
定例会 in恵那

シデコブシと環境の保全
について学ぼう!

※ CO・OP 共済に加入するには、出資金をお支払いいただき、コープぎふの組合員になることが必要です。

（数人ずつのグループに分かれて、議案につ
いてのご意見やご質問、生協を利用してや暮
らしの中で思っていることを交流します）

３月11日（月）～３月15日（金）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。
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3月24日(日）は
ぎふっこカードデー　

＋
電子ぎふっこカードもご利用いただけます※一部対象外商品もございます

5％割引します

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

※�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 182

No.316   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4月4週扱い予定）

組合員　さん

320ｇ（20袋） 210ｇ
（3切（150ｇ）+タレ）

007

商品案内
3月4週 P4商品案内

3月4週 表紙

凍
食塩不使用アーモンド 鮭カツレツ（オニオンしょうゆ味）052

960
1,036

生活サービス コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

エシカルなお買い物とは、地域や社会、環境や人々に配慮してつくられた商品を利用する事です。コープぎふでは、
商品のご案内や「エシカル消費」をお知らせする取り組みを積極的に進めています。

4つの視点「地域」「環境」「人々」「社会」
ですすめています

「コープの森づくり」の取り組みについては、東海コープ事業連合ホームページ　　　　　　　　　でもご覧いただけます。

コープの森づくり

私たちが利用する
事でできる事！

地域

人々 社会

環境
豊かな地域をつくり

出せたら

人々の「生きる」を
支えたい

「環境」を守って
いけたら

公平な社会の
しくみを

②沖縄県・恩納村 ③インドネシア

＜主な商品＞食品&雑貨P26 ＜主な商品＞食品&雑貨P27

もずくの極 ブラックタイガーえび

サンゴの植付 マングローブの植樹
①北海道・野付

＜主な商品＞食品&雑貨P4

鮭カツレツ

お魚を増やす
植樹活動

「コープの森づくりマーク」がついた商品の利用1品につき
1円が植樹活動資金となり、商品産地での植樹を通じて、
森を守り育てる活動（苗木代や管理費など）に役立てられます。

環境を守る取り組みとして食品&雑貨（注文書）でご案内しています

東海コープ　森づくり

誰かの笑顔につながる
お買い物 ！『エシカルなお買いもの って何？

森
づ
く
り

　
　マ
ー
ク

中濃支所
速水舞香さんが聴いた声

飛騨支所
辻直樹さんが聴いた声419

388

　�　　　　　������主人が好きで、コーヒーと一緒
に食べています。アーモンドやくるみは健康
にいいって聞くけど、食べ過ぎは良くないの
で、小袋になっているのがすごく良いです。

���������������������������　この前、久々に注文した
鮭カツレツが美味しかったです。特にタレ
がお気に入りです。鮭自体も生臭くない
ので、お弁当に持っていって、冷めても臭
いを気にせず食べる事ができます。

「ピアノ調律」のご案内
ピアノは時間が経つにつれて音や部品に狂いが
出てきます。長い間お手入れしないと正常に戻
らないことも…。定期的な調律がおすすめです ！
ピアノの種類・大きさ・
新旧にかかわらず一律料金 ！
乾燥剤（別料金）は2個セット3,000円（税込3,240円）
必要に応じてお申し込みいただけます。

詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。
(チラシに交通費2000円キャッシュバック券がついています。会場にてご提示ください。)

ピアノ調律に関するお問い合わせは下記まで

ピアノ販売会に関するお問い合わせ

※調律作業のイメージです。

組合員価格
9,800円
（税込10,584円）

春の生協 ピアノまつり
新品・中古のピアノを
ご用意しております。

日時：3月30日（土）～ 3月31日（日） 
       ともに10：00 ～ 18：00
場所：音の工房 鈴鹿市神戸3-24-35
        （駐車場有）
　　

：0120-099-293（火曜定休）

～ピアノ販売会のお知らせ～

母の日ギフト 父の日ギフト
好 評 承 り 中

毎月　　　　
第4日曜日

商品の取引先・生産者さんが、生協と組合員さんと連携して、組合員の皆さんの「くらしの願い」に応える商品づくりを進めるために設立された組織です。　　　　　　　　は　　　　　　よりもお値打ちな価格です。虹の会とは

4月７日(日)まで 4月28日(日)まで

5月1日(水)まで 5月26日(日)まで

早期割引 早期割引

お申込み お申込み

お得な お得な


