
住まいの事業

（岐阜市福光12-9）

参加無料

住まいるフェア

要予約

西濃支所2階
（大垣市古宮町丸池129-1）

ながら虹の家（長良店北側）

日　時

日　時

７月18日（土）
７月25日（土）

会　場

会　場

10：00～12：30

10：00～12：30

可児店2階（可児市下恵土2817-1）日　時７月11日（土） 会　場10：00～16：00

1講座から受講OK

（開催2日前までにお電話またはHPからお申し込みください）

個別相談随時受付中（要予約）相談だけでもどうぞ HP予約は
こちらから

▲

住まいの講座と相談会

コロナウイルス感染症拡大状況により中止になる場合もございます。HPや電話にてご確認の上、お出かけください。

リフォームポイント講座　

介護事業

何からやればよいか悩んでいました。具体
的な例で説明していただき、わかりやす
かったです。自分、家族の要望をしっかりま
とめていくことが重要だと感じました。

リフォーム講座参加者より参加者の
声 家が欲しいが何から始めればよいのかと、

何を知っておけばよいのかがわからな
かったため参加しました。自分に何が必要
で何を重点にすべきかわかりました。

新築講座参加者より

①10:00〜　�こっそり話すリフォーム業界の裏事情＋リフォーム事例紹介
②10:50〜　屋根・外壁　塗替えのポイント
③11:30〜　質問&相談タイム

②受講された方に
「外まわり診断無料券」

プレゼント！
※�通常税込5,500円の診断が�
無料で受けられます。

＜引受保険会社＞三井住友海上火災保険株式会社

EN-202103 コープサービス東海HP 

▲

2つの質問で
（ゆるやか告知）

簡単
申込み
簡単
申込み

これまでに医師に悪性新生物（上皮内新
生物を含む）・心筋梗塞・脳卒中のいずれか
と診断されたことがありますか？

過去２年以内に、病気により医師
の手術を受けたこと、または入院
したことがありますか？

質問 2質問 1

満1才～84才（100才まで継続可能）新規加入できる年令

コープの三大疾病保険 おすすめポイント

・保険料が47.5％割引（団体割引等適用の場合）
〈シンプル200万円コースの月払保険料例〉
夫42才妻38才の場合➡           ＋         ＝（夫婦で）1,930円1,140円  790円

※保険料は５才刻みで変更になります

新登場

団体総合生活補償保険（MS&AD型）

OCR資料請求番号  ３９14

保険代理店 コープサービス東海ぎふより

詳しい補償内容や資料請求は下記までご連絡ください。

お気軽に、資料を
ご請求ください!新商品のご紹介です!

・保険料が47.5％割引（団体割引等適用の場合）

介護についてのご相談・お問い合わせはこちら

リフォーム
基礎講座

新築　
基礎講座

③受講された方に
「外まわり診断無料券」

プレゼント！
※�通常税込5,500円の診断が
無料で受けられます。

①13：20〜　新築�はじめの一歩
②14：10〜　�新築�コストダウンの7つの法則
③14：50〜　質問＆相談タイム

の資料請求をして

もらっちゃお！
暑い夏を
乗り切るのだ！

※写真はイメージです。

対象期間中に、コープ共済センター・ホームページ・商品案内注文番号
から、対象商品を資料請求していただくと、コーすけオリジナルうちわ
をプレゼントいたします。
※数に限りがございます。プレゼントはなくなり次第、終了させていただきます。予めご了承ください。
※プレゼントはたくさん資料請求されても1個となります。

《たすけあい》・《あいぷらす》・《ずっとあい》・�
プラチナ85・《火災共済》
2020年6月29日（月）〜2020年８月15日（土）まで

企画内容

対象商品

対象期間

※�《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》《火災共済》は異なる商品です。いずれかひとつでもご加入になれます。
詳しい保障内容は加入申込書付宣伝物をご覧ください。

出資金をお支払いいただき、お近くの生協の組合員になることが必要です。生活協同組合（生協）は、お店
や宅配などでくらしに貢献しています。

うちわ

〈CO・OP共済に加入するには〉

Ｋ-75949-2006

コープぎふ限定企画

《火災共済》 取 扱 団 体／日本コープ共済生活協同組合連合会（コープ共済連）
契約引受団体／全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済�coop）

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

（月〜土）

①10：00〜　他とは違う！建築士とリフォーム
②10：55〜　建築士の仕事　ビフォー・アフター　
③11：40〜　屋根・外壁　塗替えのコツ　
④12：20〜　質問＆相談タイム

▲資料請求は
　こちらから

バロー

十六銀行 大垣共立銀行 ルートイン各務原
いちょう通り

旧中山道

名鉄各務原線

航空自衛隊 岐阜基地

JR 高山本線

前田矯正歯科

至岐阜

蘇
原
中
央
通
り（
六
軒
通
り
）

・ケアプランセンター各務原
・訪問介護ステーション各務原
・福祉サポートセンター

六軒駅（名鉄）

六軒駅（名鉄）のすぐそば

21

“介護”も、コープにお任せ!
大切な家族の介護が必要になったとき、これからなりそうなとき、�
どこで、誰に相談するといいのかわからない…。
住み慣れた自宅で、これからもずっと安心して過ごしたいのに…。
そんな思いや悩みは、まずはコープぎふの介護事業�各務原事業所にご相談ください。
コープぎふの“介護”は、自立支援を大切に、こころがこもったサービスを組合員さ
んにご提案させていただきます。
まずはお気軽にお問い合わせ＆お立ち寄りください。

お車は建物南、「お客様用駐車
場」をご利用ください。相談
コーナーがありますので、何
かの“ついで”にでも、お立ち
寄り、相談ができます。

案内地図

・�ケアプランセンター各務原�
　介護のご相談など

・�訪問介護ステーション各務原　
　身体介護・生活援助など
・�福祉サポートセンター　
　福祉用具・レンタル・販売など

〒504-0905�各務原市蘇原六軒町3丁目38-2住所

0120-588-132

☎058-380-3030

コープぎふのこの看板が目印！
駅前だからとってもわかりやすい
場所です。

６月29日（月）〜７月３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

2020年7月3週 28号



※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。※�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 248

No.382  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。※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回7月5週扱い予定扱い予定）） （毎週扱い予定扱い予定））

組合員　さん

300g（100g×3）300g（100g×3）

商品案内
7月3週 P23P23商品案内

7月3週 P1P1

多治見支所
山本麻未さんが聴いた声

　�　　　　　�������白焼は珍しいので毎年購入し
ています。お酒を少しつけて焼き、タレはわ
さび醤油で食べています。さっぱりして美味
しいです。

���������������������������牛乳本来の味がしっかり感
じられてとても美味しいです。家族全員大
好きです。

　　 　　 せいきょう せいきょう ミルクプリンミルクプリン
230g（2尾）+たれ

愛知県三河一色産愛知県三河一色産
うなぎ長白焼うなぎ長白焼015 365

185円
（税込199円）

蔵凍

※ご不明な点は地域担当者もしくはご利用の
　支所までお問い合わせください。

商品案内・チラシ類
生協がお届けしたチラシのみ回収します。
OCR 注文用紙や各種申し込み用紙は提出袋に
入れてご提出ください。

 ご協力

お願いし
ます！

卵パック
テープをはがし、上下切り離して重ねてください。
・生協たまご　　・生協赤たまご
・さくら米たまご　・たまご（黄ラベル）
・平飼いたまご
上記のパック以外はリサイクルできません。

商品をまとめている袋
袋は 1 つにまとめてください。

商品をお届けしている商品をお届けしている箱の保管方法箱の保管方法と、と、
リサイクル品のご提出方法リサイクル品のご提出方法についてのお願いについてのお願い

箱の中の板・保冷剤
バナナの緩衝材や仕切り板、保冷剤は箱から取り出して
ください。

折りたたみコンテナ（青・緑）
持ち手の面を内側に折り込むと、コンパクトにたたむこと
ができます。重ねて保管してください。

配達備品の保管方法 リサイクル 品 の ご 提 出 方 法

フタ 商品案内

保冷剤 袋

冷蔵・冷凍品をお届けしている箱
3 個を重ねて保管することができます。箱の
中の保冷剤や袋は取り出してください。フタ
は重ねて保管してください。

牛乳などの紙パック
よく洗って乾かし、ハサミ
等で切り開いてください。

（生協以外のものや、内側
にアルミのついているも
のもリサイクル可能です）

商品をお届けしている箱や、コンテナ等の備品は繰り返し使用します。みんなで気持ちよく使用するために、ご協力をお願いします。商品をお届けしている箱や、コンテナ等の備品は繰り返し使用します。みんなで気持ちよく使用するために、ご協力をお願いします。

葬祭サービス

②ご存知ですか？コープぎふ 葬儀事前申し込み制度
コープぎふが提携する葬儀社での葬儀施行であれば、その葬儀社の会員で 
なくても組合員特典を受けることができます。
また、登録が簡単な葬儀事前申し込み制度にご登録いただくと・・・

（365日24時間対応）
0120-176-038

葬儀基本料金葬儀基本料金（税抜き）（税抜き）3％3％割引割引※提携する葬儀社での
　葬儀施行に限る

資料をご希望の方は、お気軽に葬祭サービスまでお電話ください。

  3,480
  3,758

多治見支所の
職員が聴いた声

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

コープのコープの夏夏ギフトギフト
好評承り中好評承り中

ＳＵＭＭＥＲＧＩＦＴＳＵＭＭＥＲＧＩＦＴ
20202020

葬祭サービス葬祭サービスののご案内ご案内
①コープぎふ葬祭サービス パンフレット進呈
葬祭サービスのパンフレットを無料で差し上げております。
提携する葬儀社や、もしもの時の流れなどをわかりやすく
記載しております。ご希望の方は、お気軽に葬祭サービス
までお電話ください。

➡➡

葬儀施行申し込み
専用ダイヤル

おトクな早期割引は おトクな早期割引は 
 ７ ７月  月  ５  ５  日日((日日))までまで

お申し込み期間　8月 11 日(火)まで

フルーツビネガーフルーツビネガー

夏野菜を使った夏野菜を使った
三輪素麺三輪素麺

備品やリサイクル品は、
ひとつのコンテナにまとめて
いただけると助かります。雨に濡れたり、風で
飛ばされないよう、保管場所にご配慮ください。

フタ 商品案内

保冷剤 袋


