
2019
岐阜県
生協大会

〜なぜウチの防災は進まないの??〜

『一緒に考えましょう、わが家の防災』
生協大会は、県内の生協(地域・大学・学校・共済・医療)の組合員・役職員が参加して一緒に学習・交流する場です。 一般の方も参加できます。

　近年、大規模な自然災害が全国で多発しています。また前回の南海トラフ地震
(1944年と1946年)からすでに70年以上が経っており、今後30年以内に70〜80%
の確率でマグニチュード8〜9クラスの地震が発生すると政府が発表しています。
　今年の岐阜県生協大会は、参加者が自らの防災の課題について考え、自分がまず
行動することを発見することを目的に開催します。どうぞご参加ください。

日　時�  11月8日（金） 
   13:00〜15:00

会　場   ホテルグランヴェール岐山 
 （岐阜市柳ヶ瀬通6丁目14番地） 12:30　受付

13:00　開会 主催者挨拶、来賓挨拶
13:15　 ワークショップ

15:00　閉会

申込方法 

参加無料 定員 100名 ※先着順

ナビで検索される際は右記の電話番号を入力ください TEL:058-263-7111

村岡准教授

 (講師)   岐阜大学
地域減災研究センター 
村
むらおか

岡 治
はるみち

道 特任准教授

スケジュール

全岐阜県生活協同
組合連合会
担当  佐藤・河原 FAX 058-370-6860

11月6日(水)までにお電話またはFAX（氏名、
電話番号を記載）でお申し込みください。

食品の安全・安心シンポジウム 講演のご案内　

11月20日(水) 
13：30～１６：００
ぎふメディアコスモス 
みんなのホール
（岐阜市司町40番地5）
※公共交通機関をご利用ください

日　時

場  所

申込方法

参加無料

定  員

電話（０５８）２７２－８２８４ 
岐阜県庁生活衛生課食品安全対策係まで

または、岐阜県公式ホームページのトップページ「イベントカレンダー」の「11月20日」の「令
和元年度食品の安全･安心シンポジウムの参加者募集」から申込書をダウンロードいただき、
必要事項を記入して、郵送、FAXまたはEメールで下記の申込先へお申し込みください。

＜主催＞岐阜県・岐阜市 ＜後援＞ 生活協同組合コープぎふ・（公社）岐阜県食品衛生協会・（公社）岐阜県栄養士会・岐阜県食生活改善推進員協議会

※氏名、電話番号などの個人情報については、本シンポジウムの目的以外で使用することはありません。
※当日は、発言者や参加者の写真及び映像などが報道される場合があります。
※託児サービスをご用意しております。ご利用を希望される場合は、お電話でお問い合わせください。

（※10月21日（月）正午より岐阜県公式ホームページに公開されます）

２００名
※�定員を超え、参加いただけない場合のみ県から連絡が
あります��（連絡方法：Eメール、FAXまたは電話）

◆年末迎春商品のお届け日は
　各支所のチラシをご覧ください。

食品表示を正しく理解していますか？

聞いて！見て！
食品表示を活用する方法『食品表示を活用しよう』

 岐阜県庁生活衛生課食品安全対策係  　　【郵　送】〒５００－８５７０（住所記載不要）
 【メール】c11222@pref.gifu.lg.jp    　　 【ＦＡＸ  】（０５８） ２７８－２６２7

講師：消費者庁
食品表示企画課

※申込締め切り１１月13日（水）　

11月１週・2週・３週は別冊チラシで年末迎春の早割商品を紹介しています。
11月１週は「早期割引」専用のOCR注文用紙に数量をご記入ください。

早期ご注文で通常よりお値打ちな商品がいっぱい！！

◆商品案内（食品&雑貨）11月1週〜11月3週連続企画

※ インターネット・電話注文センターからも受け付けしております

です

早割は「年末迎春早期割引 /早期限定」企画のお知らせ

年末迎春のご準備は生協の早割で！

●�年末迎春商品だけではなく、日常で食べられる

商品もお得に利用できるのでうれしいです。

組合員さんの声

11月1週・2週・3週

●��毎年早割りでお得に準備しています。
●��年末の忙しい時に欲しいものが届くから便利です。
●クリスマスも年末年始も時間に余裕がもてます。

10月21日（月）〜10月25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11月１週 45号



普通のソースよりも味が濃い
っていうか、辛め？かなぁ。
好き嫌いがあるかもしれない
んだけどね！

これ好きで、久々に載って
いるのを見つけたから買いだめ
しておこうと思って♪

どんな料理にかけて
も美味しいからおす
すめよ。

渡邉

お好き
なんですね！

ありがとう
ございます！なるほど～
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No.348

デーツとは「ナツメヤシ」の実です。ソースのコクを引き立てる
隠し味ですね！

214
多治見支所

渡邉直人さんの

日報より

※�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）

商品案内 11月1週・P68

298円
（税込321円）

デーツ入ソース(中濃)
500ｍｌ

3692

申し込みの締切日は毎月1日に変更 になりました。
申込受付締切日  11月１日（金）
初回掛金振替日 12月5日（木）
保 障 の 開 始 日 12月6日（金）

申込受付締切日 12月１日（日）
初回掛金振替日 2020年1月6日（月）
保障の開始日 2020年1月7日（火）

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）の新規加入

申込日が
11月1日（金）を

過ぎると

11月1日の申込日を過ぎると
契約の発効が1ケ月遅くなってしまうのだ！

『　 　　 　　　』

からのおしらせ

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。

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

※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。

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

主催　岐阜県保険医協会

【電話番号】

058-267-0711

【開催日時】
【受付時間】

無料相談ですので
お気軽にお電話ください！
医師がアドバイスいたします。

　　　　
11月10日（日）

 　　　　10：00～12：00

※今回は医科領域の相談です。歯科領域　
　の相談は毎年４月頃に開催しております。

岐阜県保険医協会（県内の医師・歯科医師約1700人を会員として有す
る団体）が、電話での医療相談「電話健康相談」を１日限定で行います。           
日頃気になっているちょっとした疑問やお悩みごとがありましたらお電話
ください。県内で開業している保険医協会会員の医師が相談に応じます。

電 話 健 康 相 談■ブランド品からノーブランド品まで幅広く買い取ります。
■宅配便で売りたい物を送るだけで、後日査定金額をお伝えします。
　買取金額はご指定の口座にお振り込みいたします。
■買取金額にご納得いただけなければ、品物をお返しします（送料無料）。

東海コープ　エコリング スマホ・タブレットの
方はこちらから

生活サービス

　「おたがいさま」とは“有償のボランティアシステム”です。「困った」「助
けて欲しい」という人と「それできますよ」という人をつなげ、困りごとを
解決していくことを応援する仕組みです。
　コープぎふには、「おたがいさま ひだ」と「おたがいさま 東部」のふた
つの「おたがいさま」が活動しています。「草をとって欲しい」「話し相手に
なって欲しい」「家具の移動をして欲しい」等、それが出来る方（応援者）
につないで活動しています。

日　時 場　所
10月28日（月）

 10:00～12：00
コープぎふ西濃支所10月31日（木）

12月  5 日（木） 養老町 養老中央公民館
12月11日（水） 大垣市 中川ふれあいセンター

※軽い運動をします。動きやすい服装・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。

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。

西濃地域に「おたがいさま」を
つくりましょう！

買取可能ジャンル（ノーブランドでも買い取ります）                        
衣類・バッグ・靴・時計・アクセサリー・未使用ギフト・化粧品・
小型家電・美容器具・ゲーム機・商品券など
買い取りできない物もございますので、詳しくは下記生活サービス事業部まで
お問い合わせください。インターネットからも詳細をご覧いただけます。

「宅配買取 エコリング」
のご案内

詳しくは
アクセスして
ほしいのだ

日頃の健康のお悩み、
お聴きします

おたがいさま西濃 準備会

参加費100円

参加無料

10月1日(火)➡11月29日(金)期間

おたすまカフェ

準備会

「おたがいさま西濃」についてお話しします。関心のある方、是非おこし
ください。

おたがいさまづくりに参加したい方、ぜひおこしください。
11月21日（木）13:00～15:00　コープぎふ西濃支所


