
話題のエンディングノートを
LPAと一緒に書いてみませんか？
相続についての基礎知識も学びます。

日　程 会　場

７月23日（火） 恵那店

７月25日（木） 各務原支所

８月 6 日（火） 西濃支所

８月 7 日（水） 岐阜西支所

各日程の前日までにお電話でお申し込み下さい。
コープぎふホームページもご覧下さい。

〈開催時間〉10:00～12:00
〈持ち物〉筆記用具

要予約

大好評

〜楽しく学ぶから 楽習会〜 
ライフプランアドバイザー（LPA）と学ぶ楽習会のご案内

エンディングノートの書き方

終活というよりも老後をどう生
きるか？楽習会で、いろんな方
の人生談を聞くこともできます。

〜くらしの見直し講演会のお知らせ〜

「消費税に負けない!! 家族を守るお金の管理術」
日時  9月20日（金） 13:00〜15:00　講師  波

は だ ま
多間 純

じゅんこ
子氏

会場  OKBふれあい会館（岐阜市薮田南5-14-53）

無料

予 告

戦争体験
聞き書き作文〈募集〉

●対象/岐阜県内に在住またはお勤めの方

平和の大切さを後世に残すため、戦争および戦時下の
くらしの体験を「戦争体験聞き書き」という形で募集します。

【募集テーマ①】戦争体験聞き書き
戦争および戦時下のくらし、終戦直後の動乱期のく
らしを体験された方からその当時の様子をうかが
い、文章にしたものを募集します。体験者ご自身の作
文も対象とします。
【募集テーマ②】私の平和への想い
次世代の主人公である子どもたち（小中学生）の「平
和への想い」を募集します。

戦争の体験をお話しした方の氏名（ふりがな）・年齢・聞き
書き者の氏名（ふりがな）・年齢（学生の場合は学校名と学
年）・郵便番号・住所・電話番号を明記の上、下記まで郵送ま
たはメールでご応募ください。

◎作品はパソコンでも作成いただけます。
◎�応募の際の文字数はおおよその目安とし、使用する用紙は原稿用
紙に限りません。

◎応募作品の返却はいたしません。

〒509-0197　各務原市鵜沼各務原町1-4-1
生活協同組合コープぎふ�くらしの活動部　平和文集係
TEL.058-370-6873（担当/福永・橋田まで）
e-mail.hfukunag@tcoop.or.jp

◎応募者全員に記念品を進呈します。
◎�投稿された作文は、年内を目処に編集し、文集は投稿
者全員に配布すると共に、平和活動に活用します。ま
た、投稿文の中から一部を、コープぎふ機関誌、ホーム
ページ等に掲載します。

募 集 内 容

対象・募集条件

応募方法

応募・問い合わせ先

【小学生】 400字詰め原稿用紙1〜2枚程度
【中学生以上】 400字詰め原稿用紙3〜5枚程度

　9月30日締め
切り 月

【主催】生活協同組合コープぎふ　【共催】岐阜新聞社・岐阜放送　【後援】岐阜県、岐阜県教育委員会、岐阜県原爆被爆者の会（岐朋会）

注文番号 品　　名
3954 平和カンパ　1口　　  50円
3983 平和カンパ　1口　　100円
3955 平和カンパ　1口　　500円
3984 平和カンパ　1口　1,000円

みなさんの募金で
平和の取り組みをすすめています。
◦�共同購入、宅配、ステーションをご利用の方は、
OCR注文用紙に下記の4桁の番号と数量をご
記入ください。（e-フレンズ、電話注文センター
でも受け付けております）

平和カンパに
ご協力ください

第14集 語り継がなければ

ならないことがある
。

聞くことで

未来は変えられる 。

～私たちと一緒に、地域のたすけあい活動について考えませんか～

あなたのご来店を
お待ちしております

　利用する人が主人公となり、それを“応援”する人も気持ちでつなが

り、お互いに支え合う新しい仕組み「“有償たすけあいシステム”おたが

いさま」を創ることを私たちは考え、「西濃地域のたすけあい活動を考

える会」をスタートさせました。

　くらしの中の「こまったなぁ〜手伝って」「助けてほしいなぁ〜」や

「私○○できますよ!」「私、□□してみたいんです」等、お茶しながらく

らしのことをおしゃべりしませんか?

８月９日（金）
10:00〜12:00

８月28日（水）
10:00〜12:00

コープぎふ西濃支所
（大垣市古宮町丸池129-1）

養老町広幡公民館 和室
（養老町口ケ島19-1）

参加費：100円
（両会場とも）

 「おたがいさま」って
なあに？  
 講師: 上林美也子 

（おたがいさまひだ）

おたすま
カフェ

西濃地域のたすけあい活動を考える会

※�13:00より「たすけあい活動を考える会」を�
開催します。

8月の「おたすまカフェ」日程
日　時 日　時

会　場 会　場

内　容 内　容

持ち物

 スクエアステップ
（転倒防止体操）体験
タオル、飲み物

７月22日（月）〜７月26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８月２週 32号



長良店夏祭り
８月３日（土）9：30～15：00

遊びにきてね

※�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 201

No.335   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8月3週扱い予定）（次回9月1週扱い予定）

組合員　さん

150ｇ
756

商品案内
8 月 2 週 P45商品案内

8 月 2 週 P38

中濃支所
小塩幸代さんが聴いた声

西濃支所
本間久智さんが聴いた声

　�　　　　　������常温のアボカドだとすぐ黒く
なって、食べごろを逃してしまいますが、
これは冷凍でカットしてあるのですぐ解
凍できるし、とても便利です！！娘も気に
入っていて、よく買っていますよ！

���������������������������麺がつるつるしていて美味
しいです。ちょっと暑くなってくると、お昼
によく食べます。価格も手頃で利用しやす
いです。

　　 アボカド（ダイスカット）
２食（240ｇ）＋つゆ蔵凍

生ざるうどん（国産小麦使用）894

 168
  181

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしています

298円
（税込321円）

生協の介護職員初任者研修
のお知らせです

通信課程

申込受付  ８月９日（金）まで　締め切りまで残りわずかとなりました ！

定員  20名 ※定員となり次第締め切らせていただきます。

研修期間  ８月１８日(日)～１２月１４日(土)の土曜日、日曜日の昼間18日間

研修会場  コープぎふ大洞虹の家　（岐阜市大洞緑山1-1-5）

受講料  ５９,５００円　テキスト代込み
 （奨学金制度あり、条件等はお問い合わせください）

 通信課程
      とは？

 通学する傍ら、自宅で所定の課題学習をして提出すること
 で学習を進めていただきます。

  8 月  １８日(日)   ２５日(日)

  9 月   １日(日)     ８日(日)   １５日(日)　   
２２日(日)   ２９日(日)

 10月   ５日(土)　１３日(日)                  
１９日(土)　２７日(日)

 11月   ３日(日)　１０日(日)　            
１６日(土)　２３日(土)

 12月   １日(日)　  ８日(日)                       
１４日(土)修了式

研修日程 受講相談は随時
お応えします

ご希望の方は、大洞虹の
家にて9：00 ～ 17：00
に承ります。下記まで

ご予約ください ！

申し込み受付中！

住　宅

失敗しないリフォームのコツ、教えます。
ご相談だけでもＯＫ。お買い物のついでにお立ち寄りください。

コープぎふ多治見店 (多治見市京町 4-109)

当日参加 OK
参加費無料

場 所

日 時 8月10日（土）10：00～12：00

リフォームポイント講座

②を受講された方に
｢外回り診断無料券｣

プレゼント ！

①10：00 ～　リフォーム相場と見積書の見方
②10：50 ～　屋根・外壁　塗替えのポイント　
　11：30 ～   住まいの相談
　　　　　　　(外壁、水周り、暑さ・寒さ対策など)

コープぎふ
ホームページも
ご覧ください

葬祭サービス

飛騨支所（高山市石浦町6-20）

日 時

会 場

内 容

対 応

お申し込み

8月10日（土）10：30～12：00

①お墓の建設・改修・移転工事、お墓の
　クリーニング、墓地の入手についての説明
②お墓に関するなんでも相談

開催日前日迄にお電話にてお申し込みください

葬祭サービス提携社（㈱飛騨建石）
葬祭サービス担当

お墓の相談会

※�一部対象外商品も
　ございます

8月4日（日）は
5％オフセール
組合員カードのご提示で
お買い物総額から　　 ５% 割引

毎月第一日曜日

三角くじ かき氷

夏ギフトのお申込みは8月11日(日)まで


