
生協のライフプランアドバイザーによる

http://www.coop-gifu.jp/
コープぎふ →〔HOME〕→〔知る・楽しむ〕→〔イベント・料理交流会・学習会〕

※�募集要項はコープぎふのホームページからもご覧いただけます。

参加者
募集中!

日　時

場　所
参加費

定　員

締　切

5月26日（日）8:50集合  
8:50道の駅 上矢作ラ・フォーレ福寿の里集合〜15:00頃解散予定

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�（最低催行人数：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）

※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。

5月18日（土）
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

「アライダシ原生林
　エコトレッキング・春」

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。

コープぎふ
恵那中津支所
担当  大山

「入っている保険の内容がよくわからない」
「見直ししたい」など、生命・医療・がん保険（共済）・
学資など保障に関することなら何でもご相談下さい！
一緒に考え、安心につながるお手伝いをさせていただきます。

将来に不安を感じていましたが、保障の見直しをした事で、少し安心
する事ができました。本当に助かりました。ありがとうございました。

※�ご都合の悪い方は、別の日程でお受けできる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

保障の個人相談会
相談無料

相談会の前営業日までに下記まで、
お電話にてお申し込みください。

10：00〜15：00開催時間

お一人　1時間程度

①10：00〜 ②11：00〜 ③13：00〜 ④14：00〜

相談時間

コープサービス東海職員 
または組合員ライフプラン
アドバイザー

相 談 員

要予約

参
加
者
の
声

2019 ユニセフ
パネル展＆支援物資の展示
最新のパネルで世界の子どもたちの様子とユニセフの支援活動を紹介します。

「水のたいせつ ～水がおしえてくれること～」

講師：吉田好江氏（日本ユニセフ協会職員）

日時／�5月11日�（土）�
13：30～15：00（13：00受付開始）

会　場／ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ
参加費／無料
定　員／100名 お電話にてお申し込みください

ユニセフ支援の大きな柱の一つである「水と衛生」。2030年までに達成を目指す持続可
能な開発目標（SDGs）「6.安全な水とトイレを世界中に」の実現のためにユニセフが取り
組んでいることを、東ティモールでの「水と衛生」の支援活動を交えながら報告します。

会場／ みんなの森 
ぎふメディアコスモス  
みんなのギャラリー

日時／�5月8日（水）～13日（月）��
9:00～21:00

主催：岐阜県ユニセフ協会／共催：岐阜市

Ⓒ日本ユニセフ協会/2017/Ayene
長谷部誠大使がたどる「ワクチンの旅」

ユニセフ講演会

日　　程 会　　場 住　　　所

５月  7日（火） 中 濃 支 所 関市西本郷通6-4-6

５月10日（金） 各務原支所 各務原市鵜沼各務原町1-4-1

５月11日（土） 飛 騨 支 所 高山市石浦町6-20

５月14日（火） 岐阜西支所 岐阜市西河渡1-55

５月17日（金） 岐阜南支所 羽島郡岐南町八剣北1-209

５月21日（火） 益 田 支 所 下呂市萩原町西上田1737

５月24日（金） 西 濃 支 所 大垣市古宮町丸池129-1

8日は午後（13:00頃）から開催�
13日は午前中（12:00まで）�
のみ開催

※雨天中止とさせていただきます。

４月15日（月）〜４月19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。

週�刊

2019年5月1週 18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 187

No.321   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）（次回扱い未定）

組合員　さん

34ｇ（めん26ｇ）×15 34ｇ（めん26ｇ）3321 3322

商品案内
5月1週

商品案内
5月1週P54 表紙

恵那中津支所
吉田敦子さんが聴いた声

西濃支所
本間久智さんが聴いた声

　�　　　　　������美味しいです♪ちょっと小腹　
　　　　　が空いたときにちょうど良い　　
　　　　　量なのも嬉しいです。

���������������������������もずくはこれまであまり食
べませんでしたが、商品案内で見かけて
気軽に買ってみました。すごくおいしかっ
たです！新しい発見でした！

180ｇ（60ｇ×3）

ＪＡＬそばですかい
（焼津加工鰹節使用）

003 1,680
  1,814 128円

（税込138円）

4月20日（土）、21日（日）

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

母の日ギフト 父の日ギフト

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
お申込み

お申込み

お得な

締切日は 毎月1日に変更 になりました。

申込受付
締切日 5月１日（水）
初回掛金
振替日 6月5日（水）
契　約
発効日 6月6日（木）

申込受付
締切日 6月１日（土）
初回掛金
振替日 7月5日（金）
契　約
発効日 7月6日（土）

新規加入の

申込日が
5月1日（水）を
過ぎると

5月1日の申込日を過ぎると契約の発効が
1 カ月遅くなってしまうのだ !

『　 　　 　　　』

葬祭サービス

対　　応

参加申込み

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  

コープぎふ　
葬祭サービス担当

開催前日までにお電話にてお申し込みください

最低受注金額は8000円となります。
また、対応エリアは限定させていただいていますので、お電話にてお問い合わせ下さい。

種 類 低 木 中 木 高 木

剪 定 3,000円/本    6,500円/本 16,000円/本

伐 採 5,000円/本 10,000円/本 25,000円/本

消 毒 1,600円/本    3,500円/本   8,000円/本

(高さ0 ～ 3m未満) (高さ3 ～ 5m未満) (高さ5 ～ 7m未満)

住　宅

コープ共済

庭木の剪定もコープで！葬儀学習会のご案内

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）

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会です。　　　　　　　　は　　　　　　よりもお値打ちな価格です。虹の会とは

日　時 会　場

5月  7 日（火）

10：00
〜

12：00

大洞虹の家（岐阜市大洞緑山1-1-5）

5月  9 日（木） 橋本葬祭 可児駅前ホール（可児市下恵土238-1）

5月15日（水） 各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

5月18日（土） 中濃支所（関市西本郷通6-4-6）

※提携社式場　※下記案内図参照

おうちによってお庭の状況は様々です。
生協の住宅事業部が窓口となり、提携する庭木業者
が現地で作業内容確認の上、お見積りまでを無料で
対応します。「枝が伸びてきた…」、「枯れた木を抜
きたい」などお庭のお困りごとをご相談下さい。
下記の価格表は目安です。

契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会

162
150蔵

もずくの極 （三杯酢）
15食   1食

きわみ

※これまでの　　0120-161-913は2020年3月20日をもって終了いたします。
　ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。 

芥見店リフレッシュOPEN
おかげさまで

一周年一周年感謝祭

4月21日（日）は10：30より
まぐろの解体市を開催します!


