
住まいの事業

今年こそ解決しませんか?
窓（ガラス）・サッシ専門業者が、お悩みに合わせて
アドバイスします!

●開催時間はすべての会場で、10:00～16:00です。
日　程 会　場 住　所

11月�27日（金）�
28日（土） ながら虹の家 岐阜市福光南12-9

12月��４日（金）�
�５日（土） 大洞虹の家 岐阜市大洞緑山1-1-15

12月��４日（金）�
�５日（土） 尾崎店 各務原市尾崎西町5-30

12月�18日（金）�
19日（土） 恵那店 恵那市長島町中野2-5-1

参加費無料

参加費無料

住まいるフェア

窓断熱 展示相談会

要予約

予約不要

多治見店2階会議室�多治見市京町4-109
日 時 12月５日（土）
会 場

10：00～16：00

1講座から受講OK
個別相談随時受付中（要予約）相談だけでもどうぞ

住まいの講座と相談会
コロナウイルス感染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。

リフォームの
基礎講座

新築の
基礎講座

③を受講された方に
「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

①10：10～　他とは違う！建築士とリフォーム
　　　　　　～耐震・省エネ・快適・安心・お得に～
②10：55～　建築士の仕事 ビフォー・アフター　
　　　　　　～アイデアも費用も全て見せます～
③11：40～　屋根・外壁 塗替えのコツ
④12：20～　質問＆相談タイム　

HP申し込み

▲

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

見て 触れて 体感
できる

ガラス
内　窓

結露

寒い

騒音

防犯

老朽化

インターネット広告＆
アフィリエイト広告※の現状と課題
～SNSやアプリ、動画サイトの問題事例と対応策～

参加費
無料

消費者ネットワーク岐阜2020年度定期講演会

インターネット広告やアフィリエイト・プログラムの仕組みについて分か
りやすく解説します。また、SNSやアプリ、動画サイトで目にする悪質ネッ
ト広告を具体的な事例とともに紹介し、どのような対応方法が取れるかを
紹介します。

講師　笠
か さ い

井 北
ほ く と

斗氏

アフィリエイトが世に出始めた1999年より日本と米国でアフィリ
エイトビジネスに携わり続け、アフィリエイト歴20年以上となるア
フィリエイト・プログラムの専門家。アフィリエイターとしての活
動に加え、広告主や代理店、ASPのアフィリエイト広告出稿支援も
行う。第６回WebグランプリWeb人部門特別賞を受賞。
https://www.wab.ne.jp/wab_sites/general-browse/view/2894/2

※�会場は新型コロナウイルス感染症予防の措置をとっています。また非常事態宣言が発令された場合は、
webでの開催になる可能性があります。

※成果報酬型広告。企業の商品やサービスを自分が運営するサイトで紹介し、その成果に対して報酬が発生する広告

ホテルグランヴェール岐山
（岐阜市柳ケ瀬通6丁目14番地）

会 場

お申し込み

締め切り

日 時 12月12日（土）13:30～15:30

お電話またはFAXにてお申し込みください
（お名前、電話番号、e-mailアドレスをご連絡ください）

12月4日（金）

（日本アフィリエイト協議会(JAO)代表理事）

定員100名
先着順

お問い合わせ
お申し込み

全岐阜県生活協同
組合連合会 ☎︎058-370-6867

FAX�058-370-6860
受付/9:00～17:00
( 土・日曜休み )

マスク着用で
ご来場ください

Ｋ-76752-2011

CO·OP共済は、2019年度JCSI（日本版顧客満足度指
数）調査の結果、生命保険部門で2013ー2016年度に
続き通算5度目の第1位の評価をいただきました。
さらに、《たすけあい》ジュニア20コースは、子ども向
け共済契約数No.1★になりました。

CO·OP共済に加入するには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。CO·OP共済の詳しい保障内容は商品パンフレットをご覧ください。

子ども向け共済契約数

契約引受団体/

ダブルで1位

顧客満足度第1位
No.1★

CO・OP共済ニュース
組合員のみなさまに

支えられ、
おかげさまで

★『共済年鑑2020年版』より。
★ 各共済によって、子ども向け保障商品の加入年齢・満
期年齢・保障内容等は異なります。《たすけあい》ジュ
ニア20コースは、加入年齢0歳～満19歳・満20歳満
期の商品です。他の共済ではジュニア20コースより
も加入年齢・満期年齢が低い商品があります。

★

葬祭サービス

　９月の開催が中止となった郡上八幡での終活相談会は、12月に代
替開催が決まりました。「終活って何？どんな事をしたらいいの？」「遺
品・生前整理って大変そうだわ…。どこに頼んだらいいの？」そのよう
なお悩みに葬祭サービスがお応えします。ぜひご参加ください。

日時：�12月５日（土）�10：30～13：00

10：30　�現代のご葬儀について�
（フローラ 葬祭１級ディレクター 清水隆司氏）

11：30　��遺品・生前整理について（ダイセン代表 大山輝和氏）

※�各講演会の定員は30名です。お申し込み制となっておりますので、前日まで
に葬祭サービスまでお申し込みください。

終活相談会 開催のお知らせ第３回 

会場： フローラ・メモリアルホール 郡上（郡上市八幡町稲成354番地）

参加無料

ミニ講演会 タイムスケジュール

も同時開催！
個別相談会（葬儀／遺品・生前整理）

式場見学会・葬儀費用事前見積もり相談
予約不要

※ 遺品・生前整理に関するご相談は11：30～12：30まで担
当者が講演中のため受付できません。ご注意ください。

※�新型コロナウイルス感染症の状況により中止と
なる場合があります。 〜昨年の相談会〜

葬儀や終活に関するご相談に専門家がお
応えします。お気軽にお越しください。

11月23日（月）〜11月27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12月2週49号



 林
なる
ほど～！

こんにちは
～

美味しい
ツナ

美味しい
ツナ

ねぇ、
この箱は
何？

  林
  林

これは
ツナ缶よ

これ美味しいのよ！
ノンオイルタイプの方
は離乳食の時によく
使ってたのよ！

そうだったのね！
ちゃんとした箱に
入っているから
贈り物にも
いいね！

へぇ～
こんな可愛い
箱に入ってるのね！

美味しい
ツナ

No.403

野菜スープでまぐろを煮付けました。
油を使っていないのでさっぱりとしています。

269

※�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12月4週扱い予定））

商品案内 12月2週・P54

各務原支所

林 由和さんの
日報より

368円
（税込397円）

16,000円
（税込17,600円） 14,400円

（税込15,840円）

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしています

生活サービス

美味しいツナ美味しいツナ（まぐろ水煮フレーク）（まぐろ水煮フレーク）

70ｇ×12 70ｇ×3
（12缶） （3缶）

3213913
  1,280

 1,382

10：00〜15：00 ◦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　　程日　　程 会　　　　　　場会　　　　　　場
12月 2 日 (水) 長 良 店　（岐阜市長良福光南町 7-17）

12月 3 日 (木) 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）

12月10日(木) 多 治 見 店   （多治見市京町 4-109）

12月16日(水) 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）

12月19日(土) 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）

12月22日(火) 尾 崎 店 （各務原市尾崎西町 5-30）

時　間

無料・予約不要 保障相談デー保障相談デー

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。

 ※ 共済・保険の専門職員が個別でご質問・
   ご相談を承ります。お気軽にお立寄りください。

ココーーププのの冬ギフト冬ギフト

クリスマス 迎 春

早期割引　11月29日(日）まで

お申し込み　12月15日(火）まで

クリスマス、年末迎春商品クリスマス、年末迎春商品ののご予約ご予約はは
　　お得な早割りで ！　　お得な早割りで ！

※一部申し込み締め切り日が早い商品がございます。

介護事業
福祉用具のことなら、 福祉用具のことなら、 
コープぎふコープぎふ福祉サポートセンター福祉サポートセンターにに
お任せください !お任せください !

～　手すりの使用例　～～　手すりの使用例　～

手すりにはこの他にも色々な種類があり、玄関内や玄関先の上がり框（段差）
を解消するものもございます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

サービス提供エリア　
岐阜市/各務原市/岐南町/関市/笠松町

※写真はイメージです。

お布団からのお布団からの
立ち上がりに！立ち上がりに！

トイレの中にも！トイレの中にも！

生協生協ののハウスクリハウスクリーーニングニング

レンジフードクリーニング 割引価格

作業内容

 対 象 外

➡

※他にも浴室やエアコンのメニューがございます。
　詳しくは今週配布のチラシをご確認ください。

11月23日(月) ～ 2021年　1月29日(金)まで　　　　
2021年　1月 6 日(水) ～ 2 月27日(土)まで　　　　

受 付 期 間
作業対象期間

10％OFF
レンジフードの内外、シロッコファン （プロペラ）、
内側枠部分
モーター、配線部分、ダクト部分、建物外側のフード

　ふだんの掃除で取りきれない汚れを
　　       　　　　　　プロの技術ですっきりお掃除♪ 

作業例のご紹介 ！

介護保険を利用しての福祉用具レンタル（貸出し）の場合介護保険を利用しての福祉用具レンタル（貸出し）の場合
値段は手すりの形、用途によって違いますが、上記のような一般的な
ものは、介護保険適用・1割負担で月々200～300円程度です。
※外用のものは室内用よりも値段が上がります。

新年割引キャンペーン新年割引キャンペーン1010％OFF％OFF

※一部申し込み締め切り日が
　早い商品がございます。

早期割引 12月 7 日(月)まで
ご予約 12月16日(水)まで 12月26日(土)まで
お受取り 12月23日(水)～25日(金) 12月30日(水)・31日(木)


