
☆募集締切:2019年12月21日(土)まで  
☆実施期間:2020年1月18日(土)まで

Let's チャレンジ
レッツ

早いもので、Let'sチャレンジの募集締切まであとわずかです。今年度、まだされていない方、
忘れていた方、ラストチャンスです。ぜひ、何か初めてのことにチャレンジしてみませんか。
例えば、今週配布の12月３週の商品案内で、今まで食べたことがない冷凍ケーキを食べたり、
入浴剤などの雑貨品などを試してみるのもいいですね。仲間で集まっての忘年会もいいかも。
ぜひ、最近していないこと、初めての取り組みや商品のお試しなどチャレンジしてみましょう。

1.	 	一人の組合員さんが申請できるチャレンジは１回までです。
2.		「チャレンジ」の内容は自由ですが、政党・選挙・宗教活動、カンパ・
募金への流用、営利目的の販売行為又はその類似行為は対象と
なりません。

3.	 組合員さんお一人につき、500円を上限に実費が補助されます。
☆領収証を「感想用紙」に添付してください。
☆グループで実施の場合、代表者に一括してお支払いします。
　・共同購入は、利用金額から減算処理をさせていただきます。
　・店舗は、現金でお支払いいたします。
☆組合員さんご本人のみが補助の対象です。

趣味

商品を囲んでの
おしゃべり会

ひとりでも
OKです！

コープぎふ　
2019年度

締切迫る!
☆「　　　　　　　　　」の約束ごとLet's チャレンジ

レ ッ ツ

☆チャレンジ内容が決まっていなくても大丈夫!
			内容が決まっていれば、簡単にお書きください。

こんなことにチャレンジします!!2019年度「　　　　　　　　　 」申し込み用紙
申し込み日　2019 年　　　月　　　日

☆代表者のお名前 一緒にチャレンジする人数(わかっている範囲でＯＫです)組合員コード（７ケタの番号）

きりとり

※いただいた情報は、「Let’sチャレンジ」以外には使用しません。
組合員　　　　　　	人 その他　　　　　　	人

Let's チャレンジ
レ ッ ツ

⇒コープぎふ　支所・店行き

下記の申し込み用紙にご記入のうえ、
配達担当者・ステーション・
店舗カウンターにご提出ください。

緊急時ショートメッセージ
一斉配信サービスを行っています ！

ぜひ携帯電話番号の登録をお願いします

自然災害等により、配達が停止したり大幅に遅延したりす
る場合など、大規模な障害の発生時に配送情報を登録い
ただいた組合員の皆さんの携帯電話・スマートフォンへ、
ショートメッセージでお知らせするサービスです。

※右記コードをお読み取りいただくか

お電話でご登録いただけます。

ご利用の事業所までお気軽にご連絡ください。

【ご注意】※お届けした商品の情報等、緊急でご連絡が必要な場合にメッセージ配信させて頂くことがございます。
　　　　※ご登録いただいた携帯電話番号にご注文等のご連絡をさし上げる場合がございます。

携帯電話・スマートフォンをお持ちの組合員の皆さんへ
【緊急時配達情報！！】

※メッセージの内容は一例です

メール
受信料
無料

➡
コープぎふ

配達情報
大雪の影響により
商品のお届けが
2時間ほど遅れて
おります。

第41回ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金

「すべての子どもに
 生きるチャンスを」

今年のテーマは

　5歳の誕生日を迎える前に命を落と
す子どもは、年間で540万人。子ども
たちの死の大半が、安全な飲み水や食
べ物、予防接種や医療へのアクセスな
ど、日本では当たり前にあるものが手
に入らないために起きています。
　子どもたちの命を守るために、あ
なたも募金の呼びかけに参加しま
せんか。少しの時間でも歓迎です。

※一部予定を含みます。

©UNICEF/UN063412/Schermbrucker

月日 時間 住所 会場
12月7日(土） 10:30〜11:30 郡上市 大和リバーサイドタウンPio

12月14日(土） 10:30〜11:30
高山市 駿河屋アスモ店 

フレスポ飛騨高山

下呂市 バロー萩原店 
下呂ショッピングセンター ピア

13:00〜15:00 岐阜市 JR岐阜駅北口2階歩行者用デッキ
12月15日(日) 10:00〜12:00 多治見市 コープぎふ　多治見店

12月21日(土）

11:00〜12:00 各務原市 マックスバリュー各務原店
アピタ各務原店

10:30〜11:30 美濃市 サピーショッピングセンター
関市 とれったひろば関

10:00〜12:00

恵那市 コープぎふ　恵那店

大垣市
アルプラザ鶴見店
イオンタウン大垣
JR大垣駅北口通路

12月22日(日)
10:00〜12:00 岐阜市 コープぎふ　長良店
10:00〜17:00 マーサ21
10:30〜12:00 可児市 コープぎふ　可児店

12月２日（月）〜12月６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
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パイシートにシャウエッセンを
包んで焼くと、ウインナードッグ
みたいになって美味しいのよ！
子どもも楽しそうに手伝ってくれるし！

今回シャウエッセンが増量だった
から、パイシート 2袋買うか悩ん
じゃったわ！

包む時にケチャップや
チーズでアレンジも
できるわよ！

  森

えっ？
パイシート
ですか？ドーン！ なるほど～

それは
いいですね！

  森   森
co・op co・opco・opシャウ

エッセン
シャウ
エッセン

シャウ
エッセン

No.354

ウインナーはいろいろな食べ方ができますね！
クリスマスのパーティーメニューにいかがでしょう？♪

220
岐阜南支所

森博史さんの
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。
（通常規格（127g×２）：次回12月4週扱い予定）
（大袋規格：次回扱い未定）

商品案内 12月3週・表紙

1,220円
（税込1,317円）

シャウエッセン（大袋）
蔵 880g

004

確定申告で押さえておきたい医療費控除の基本的なことを知っておきましょう。

世帯の必要保障はライフステージによって変化します。わが家は今どんな保障
が必要か？社会保障と私的保障を比べながら考えてみます。

日　程 会　場
1 月16日（木） 多 治 見 店　  （多治見市京町4-109）
  1月20日（月） 可 児 店　（可児市下恵土2817-1）
  1月22日（水） 岐阜南支所　（羽島郡岐南町八剣北1-209）
  1月29日（水） 西 濃 支 所 　（大垣市古宮町丸池129-1）
   1月30日（木） 各務原支所　（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
 2 月 5 日（水） 飛 騨 支 所 　（高山市石浦町6-20）

日　程 会　場
   12月  12日（木） 可 児 店 （可児市下恵土2817-1）

 12月18日（水） 各務原支所　（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

〜楽しく学ぶから 楽習会〜 

わが家の保障の再確認

知って得する税金の話《申告・保険編》

無料CO・OP共済ニュース
ライフプランアドバイザー（LPA）と学ぶ楽習会のお知らせ

サラリーマン世帯のための

サラリーマンの
妻のための

各会場日程の前日までに下記までお申し込みください。要予約
〈開催時間〉10:00～12:00　〈持ち物〉 筆記用具・電卓

チェック ！
コープぎふの
ホームページ

葬祭サービス 人形供養＆葬儀相談会
　　　　のご案内

■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

岐阜県赤十字血液センター

スマホ・タブレットの
方はこちらから

生活サービス

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

10：00〜15：00
�※�共済・保険の専門職員がその場でご質問・ご相談を承り
ます。お気軽にお立寄りください。

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。

◦満期が近い　
◦商品提案を受けている
◦保険料を節約したい…　など
よろしければ保険証券をお持ちください

日　　程 会　　　　　　場
   1 月  9  日(木) 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）

1月15日(水) 長 良 店　（岐阜市長良福光南町 7-17）
1月16日(木) 多 治 見 店   （多治見市京町 4-109）
1月18日(土) 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
1月22日(水) 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）
1月23日(木) 尾 崎 店 （各務原市尾崎西町 5-30）

時　間

無料・予約不要 保 障 相 談 デ ー

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしています

ご予約は 12月16日（月）まで
早期割引は 12月 8日（日）まで
お受取りは 12月23日（月）・24日（火）

12月18日(水）まで
コープの冬ギフト
お申し込み

～ご予約承っております～
クリスマス 迎春

12月28日（土）

ティア各務原
（各務原市蘇原中央町4丁目16-22）
◆人形供養受付 9:00～ 13:00
　供養開始       13:00
◆供養料　 コープぎふ組合員は無料 
　※受付にて組合員カードをご提示ください
   ※一般の方は1,000円
◆葬儀相談　9:00～15:00　◆その他イベント有り

日　程

会　場

ご予約は 12月26日（木）まで
早期割引は 12月 8 日（日）まで
お受取りは 12月30日（月）・31日（火）

12月14日（土）
コープぎふ恵那店（恵那市長島町中野2-5-1）
①10：00～12：40　②14：00～16：00

コープぎふは「ぎふ献血サポーターズクラブ」に加入し献血推進活
動を応援しています。血液が必要な患者さんを救うため、皆様の
献血へのご理解とご協力をお願いします。
献血について詳しくは、

 日 程

会 場

時 間
ご協力を

おねがいします。

献血のお知らせ（400ml献血）
～ あなたが届ける 命のバトン 献血～ 

お願い
ガラスケース、アクリルケー
ス、陶器など燃えない物は受
付できません。巨大な物、汚
れの激しい物はお断りする場
合もございます。あらかじめ
ご了承ください。


