
参加費100円 各日程、開催2日前までにお電話にてお申し込みください

「おたがいさま 西濃」設立準備会

　西濃地域で“有償ボランティアシステム”「おたがいさま 西濃」
の設立準備を進めています。「おたがいさまって何?」「年をとって
からでも安心して暮らせる街がいいよね」「○○な事で困っている
のよ」など、「スクエアステップ※1」で体を軽く動かした後、お茶を
飲みながら楽しくおしゃべりしませんか?
※1��「スクエアステップ」とは、科学的根拠に基づき、転倒予防・認知機能向上・体力づくり
等を目的としたエクササイズです。

★軽い運動ができる服装・靴でおこしください。運動中の飲み物・タオルをご持参ください。

日　時 会　場
10月28日（月）

10:00〜12:00

コープぎふ西濃支所
（大垣市古宮町丸池129-1）10月31日（木）

12月 5日（木） 養老町 中央公民館
（養老町石畑491）

12月11日（水） 大垣市 中川ふれあいセンター
（大垣市中川町4-668-1）

みんないらっしゃい!

「おたすまカフェ」
開店します!

申請締め切りは
2019年１１月２２日（金）福祉活動助成金 

第15期（2020年度分）申請受付中！
コープぎふ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
加する活動や事業を通して、地域の福祉
活動の応援をしていきます。

助成金申請の説明会を開催します。参加希望日時をご連絡ください。

Aコース（施設・建物）	 　1件100万円まで						1団体のみ
Bコース（器具・備品など）	 　1件		20万円まで						5団体まで
Cコース（調査、交流会、シンポジウム等）	 　	1件		10万円まで				10団体まで

※説明会は１時間程度です。書類の書き方等をご説明いたしますので、できるだけご参加ください。
※その他説明会に関するご相談等がございましたら、お問い合わせください。

助成金額は最高100万円です（総額300万円まで）

☎058-370-6873 受付/9:00～17：00
（月～金）

生活協同組合 コープぎふ 
福祉活動助成基金事務局

お問い合わせ
お申し込み
資料請求

2019年度「盲重複児・者のこれからを考える会ポコア
ポコ」さんへお菓子づくりのための器具購入に助成

助成金の申請や資料請求等は下記までお電話ください。

「福祉募金」にご協力願います。

注文番号 商品名 注文数（口数）

3987 福祉募金（1口� 100円） ※�ご希望の口
数をご記入
ください。3988 福祉募金（1口�1,000円）

●		店舗では、サービスカウンターへお持ちいただき「福祉募金」とお伝えください。

●	「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、「注文番号と数量（口数）」をご入力ください。  
※商品名に「福祉募金」と表示されます。

どちらの方法も後日、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。

日　程 開始時間 会　場 住　所　
10月25日（金） 10：00 飛騨支所 高山市石浦町6-20
10月29日（火） 14：00 多治見支所 多治見市旭ヶ丘10-6-100

11月 7日（木） 10：00 コープぎふ本部 各務原市鵜沼各務原町1-4-114：00

●皆様からの募金で福祉活動助成基金が運営されています。

森を楽しむ体験企画
～桜の広場でクラフトづくりを楽しみましょう～

☆�丸太でサンタさ
んを作ろう

☆�天然木から紙を
作ろう

☆大鍋芋煮会

☆森のはたらきに
ついてのお話

参 加 費：ひとり200円（保険料含む）
募　　集： 50名  
持 ち 物：お弁当、お飲み物、タオル、薄手のビニール手袋、雨具
服　　装： 長袖、長ズボン、帽子
申し込み： 11月8日（金）までにお電話にてお申し込みください。 

（①②をお知らせください）
①代表者の氏名、組合員コード、電話番号 
②参加者全員の氏名（お子さんは年齢）

参加者には、事前資料や集合場所をご連絡させていただきます。

場　所： 関市上迫間ふどうの森 
桜の広場 大岩不動明王の北側に位置します。

日　時：11月30日（土） 9：00〜13：00

活動内容

参加者
募集!

コ ー プ ぎ ふ の 森・秋 企 画

雨天決行
近くの公民館で実施予定

このデザインのトラックが各地域を走ります。トラックを見たら写真を撮影い
ただくかコメントをお寄せください！投稿いただいた方の中から抽選で100名
様に、コープ商品1,000円分の詰め合わせセットをプレゼントします！

ホームページ専用フォームまたは機関誌DEKO11月号「DEKO応
募・おたよりシート」（14ページ）より

岐阜県にお住まいの方、もしくは岐阜県でお仕事をされている方
（コープぎふの組合員さんでない方もご参加いただけます）

総勢1,762名の方に
投票いただきました。
たくさんの投票
ありがとうございました。

※お一人様何回でも投稿いただけますが、抽選の対象となるのは1回です。

2020年1月12日（日）まで

1. �お送りいただいたコメントや写真はコープぎふのホームページや広報誌
に掲載させていただくことがあります。（掲載について事前のご連絡はい
たしません）

2.�トラックの写真を撮影する際は、周囲の安全に十分お気をつけください。
3.�周囲の建物や人物の写り込みに十分ご配慮ください。場所や人が特定でき
るような写り込みについては、許可なくこちらで加工させていただくこと
があります。

A案 に決定しました！
配送トラックラッピングデザインは

投稿資格

投稿方法

投稿期間

応募者多数の場合は抽選とし、11月12日（火）までに結果をご連絡します。

投稿のルール

注意事項

20周年企画

B案�465票　C案�391票

投票数

906票

20周年記念デザイントラックを見たよ♪写真や声を大募集!!

※当日消印有効

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

10月14日（月）〜10月18日（金）配布

2019年10月5週 44号



10月27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

5％オフ ！
組合員カードとぎふっこカード
のご提示で、お買い物総額から

毎月　　　　
第4日曜日

※�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 213

No.347   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11月4週扱い予定）（毎週扱い予定）

組合員　さん

1L

425

商品案内
10月5週 P41商品案内

10月5週 P24

多治見支所
毛利真夕さんが聴いた声

中濃支所
寺町香凛さんが聴いた声

　�　　　　　���� � �そのまま飲んだり、牛乳で
割ったりします。甘すぎなくて飲みやすい
です。ポテトチップスとかしょっぱいもの
と一緒に飲んだら最高です�！�（笑）

���������������������������私はラーメンの中に入れて
食べています�！�！�麺の量は減らして食べて
います（笑）

306ｇ（標準17～19個）　　　凍蔵

大阪王将ぷるもちえび水餃子
（国産野菜使用）

       アイスコーヒー加糖
（甘さひかえめ）

824

 93円
（税込100円）

380円
（税込410円）

CO・OP共済インターネット
ご加入キャンペーン

※2次元コードは、
スマートフォンに
対応しております。
その他の携帯電話
から読み取ること
はできません。

キャンペーンの対象者は、期間中にＷＥＢサイトからCO・ＯＰ共済《たすけあい》《あいぷらす》（プラチナ85含む）
《ずっとあい》のいずれかに新規加入いただいた方になります。詳しくはアクセスしてご確認ください。

CO・OP共済ニュース

10月1日(火)➡11月29日(金)

詳しくはWEBサイトへアクセス

期間

インターネットで加入申込すると
①24時間お申込みが可能
②保障開始までの期間が短縮

実施中

詳しくは
アクセスして
欲しいのだ ！

クリック！

コープ共済  キャンペーン

※キャンペーンに関するお問い合わせ以外はコープ共済センター　　0120-50-9431へお願いいたします。

※式場見学の日程は、提携する葬儀社との相談にて決定されます。
※一部地域では、お近くに提携する葬儀社がない場合があります。
   ( 郡上地域は、八幡町に２０２０年秋　オープン予定 )
※お一人での式場訪問が不安な方は、生協職員による同行も可能です。

お問い合わせ （土日祝日を除く
平日10時〜18時）キャンペーン事務局 　 0120-220-867

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしています

10月26日（土）、27日（日）

住　宅

1208会議室　低金利＆増税後にスタートする家づくり

1207会議室　見積もりを取る前に！知っておくと
                     差がつくリフォームの基礎知識

①　10：00～　リフォーム相場と見積書の見方
②　10：50～　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)

小さな修繕からリフォームまで、ご相談だけでもOK。

新築・リフォームで必要な情報が半日でわかる人気講座です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
興味ある講座のみの参加も大歓迎です。

参加費無料

参加費無料

当日参加OK

要予約

リフォームポイント講座

名古屋駅前講座

『新築講座』

『リフォーム講座』
3時間目終了後は質問・相談タイム

3時間目終了後は質問・相談タイム

大洞虹の家（岐阜市大洞緑山1-1-5）

ウインクあいち12階 (名古屋市中村区名駅4丁目4-38)名古屋駅から徒歩３分

場 所

場 所

日 時

日 時

11月2日(土)

11月9日(土)

10：00～12：30

10：00～16：30

午前 午後
① 10：00～ 13：30～ 家づくりを成功させるためのはじめの一歩
② 10：55～ 14：15～ 新築の予算とコストダウンの知恵

③ 11：40～ - 　　　新築のためのキッチン・バスルーム・メーカー別比較講座
- 15：00～ マイホーム用地、中古住宅を探すコツ

午前 午後
① 10：00～ 13：30～ こっそり話すリフォーム業界の裏事情

② 10：55～ 14：15～ 人生100年時代のリフォーム術　　
受講特典　健康診断実施割引券プレゼント

③
11：40～ - 外壁＆屋根　塗替えのコツ　　　

- 15：00～ キッチン・バスルーム・メーカー別比較講座

NEW

受講特典 住まいの健康診断実施割引券プレゼント

受講特典 外回り診断無料券プレゼント

パソコンから スマホから

葬祭サービス

葬儀事前相談・式場見学のご案内
生協では、葬儀に関する事前相談や提携する葬儀社の式場見学会を随時
行なっております。もしもの時に備えて事前に相談しておき、その時に慌てな
いように準備しておく事をお薦めします。

事前相談には、こんなメリットが・・・
☆おおよその葬儀費用がわかる　　　　　　　　　
☆葬儀の内容や流れがわかる　　　　　　　　　
☆式場見学により、葬儀のイメージができる
☆もしもの時の心理的不安や負担が軽減される

多治見店・尾崎店 周年祭

②を受講された方に
｢外回り診断無料券｣プレゼント ！

おいしい楽しい

2日間♪
ぜひこの機会に
気になる商品の味をお試しください


