
Let's
チャレンジ

レッツ

☆取り組む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!!2020年度「　　　　　　　　　」申し込み用紙
申し込み日　2020 年　　　月　　　日

☆代表者のお名前 一緒に取り組む人数(わかっている範囲でＯＫです)組合員コード（７ケタの番号）

※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

組合員お一人につき500円を上限に実費を補助します。
12月19日(土)までにお申し込みください。

・ WEBから、または下記用紙を担当者までお渡しください。
・  お申し込み後に感想用紙をお渡しします。感想用紙に領収

書を添付し、2021年1月23日（土）までにご提出ください。
・  感想はWEBからも記入いただけます。

☆申し込み締切:2020年12月19日(土)まで　☆実施期間・感想用紙締切:2021年1月23日(土)まで

Let's チャレンジ☆「　　　　　　　　」
の約束ごと

レ ッ ツ

こちらの用紙でもお申し込みいただけます。
宅配担当者・ステーション・店舗カウンターにご提出ください。

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。
・ 宅配事業をご利用の方は、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。

一人からできる
「やってみたい」を応援！締め切り間近!

右記のコードから
お申し込みいただけます

きりとり

・Webでおしゃべり会をしてみます
・親子三世代で、たこ焼きパーティーをしました
・エシカル商品を初めて買って応援します
・���親子でドラえもんをデザインした牛乳パックのイスを
作ります

・�初めて注文する生協商品を分け合って、それぞれでおう
ち喫茶

例えばこんなテーマでチャレンジされています

ホームページでも感想事例を紹介しています

感染防止対策をおこないながら「やってみたいこと」にチャレンジしませんか。まだ今年のレッツチャレンジに応
募されていない方は、ぜひやってみましょう。今年は、639件1,471人の方からお申し込みをいただいています。

世界の子どもたちの明るい未来のため、募金にご協力ください。

住まいの事業

コープぎふでは、提携する住宅建築の専門家（一級建築士、工事店、専門業者）
の斡旋事業をおこなっています。住まいに関するお問い合わせ・お悩みはお気軽
にご相談ください。

日　程 会　場 住　所
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

 １月８日（金） 
９日（土） 可児店 可児市下恵土2817-1

 １月22日（金） 
23日（土） 多治見店 多治見市京町4-109

●開催時間はすべての会場で、 
　10:00～16:00です。

参加費無料
窓断熱 展示相談会

予約不要

見て 触れて 体感
できる

ガラス
内　窓

新築・建替 外構・エクステリア シロアリ・害虫対策
畳・襖・障子 庭木剪定（エリア限定）

水まわり
キッチン、
浴室脱衣所、
トイレなど

修繕
便座、玄関鍵、水栓、
内装クロスなど、
床フワつきなど

外まわり
屋根外壁塗装や取替え、
ベランダ防水、
樋交換など

相談・調査・見積まで無料!!

結露

寒い

騒音

防犯

老朽化

　新型コロナウイルス感染症の大流行を背景
にした休校やロックダウンによって、特に低中
所得国の子どもたちは、オンライン学習を利用
できず学習再開が遅れる可能性が高いです。　
　ユニセフは遅れた学習を取り戻すためのプ
ログラム開発、教育ツールの提供など学校再開
に向けて取り組んでいます。

すべての子どもが学習を続けられるように

ハンド・イン・ハンド募金

©UNICEF/UNI389215/Wilander

税額控除の対象とはなりませんのでご了承ください。

（通年共通です） ●�グループ、コープ宅配、ステーション
をご利用の方は、OCR注文用紙に
左記の4桁注文番号と数量をご記入
ください（e-フレンズ、電話注文セン
ターでも受け付けています）。
●�お店では「ユニセフ募金箱」を設置し
ています。
※�12月20日（日）までにいただいた募
金を「ハンド・イン・ハンド募金」、そ
れ以降は「一般募金」とします。

詳しくは、公益財団法人日本ユニ
セフ協会のホームページをご覧
ください。

ボゴールの自宅で母親に手伝って
もらいながらオンライン学習をす
る8歳のジハンさん。(インドネシ
ア、2020年9月26日撮影)日本ユニセフ協会

～すべての子どもにかけがえのない「子ども時代」を～
休校が続き給食が食べられず、栄養をとることができない…
親が仕事を失い、労働を余儀なくされる…
奪われる「子ども時代」を守りましょう。

今年の街頭募金は中止いたします。下記の募金にご協力をお願いします

募金名 注文番号 金　　額

ユニセフ 
ハンド・イン・
ハンド募金

3985 1口　   100円

3986 1口　1,000円

11月30日（月）〜12月４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3週 50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 270

No.404 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。
（次回扱い未定）） （毎週扱い予定））

組合員　さん 商品案内
12月3週

商品案内
12月3週 P18P18

岐阜南支所
桑原新弥さんが聴いた声

                  食べるごま食べるごま（しょうゆ味）（しょうゆ味）
９０g

8188
各務原支所

林由和さんが聴いた声

コープぎふの野菜セットコープぎふの野菜セット
１セット（６種以上）
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　�　　　　�自分では買わない野菜が
入っていて、毎週楽しみです。『みょう
が』が入っていた時は、酢の物を作りま
した。

年末調整や確定申告で使用する
控除証明書（払込証明書）確認のお願い

CO・OP共済《たすけあい》・《あいぷらす》・　
《ずっとあい》の2019年度払込証明書【共済
掛金払込証明書】は8月末から9月初めに共済
契約者様宛てに契約住所へ発送しております。
書類の再発行については、共済マイページ（事
前登録が必要）からお手続きいただくか、下記
専用フリーダイヤルへお問い合わせください。

　 0120-654-258
「割戻通知書 兼 共済掛金払込証明書」専用フリーダイヤル

CO・OP共済ニュース

年末調整や確定申告で使用する「生命保険料控除」とは、納税者が1月1日～12月31日の間に
生命保険料や個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合に受けることのできる一定金額　
の所得控除のことです。一年間に支払った保険料総額を知り保障の見直しができるといいですね。

受付時間：9：00－18：00　（月～土　祝日営業）

【CO・OP共済ニュース】
〈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。

▼共済マイページ
　へはこちらから

葬祭サービス

「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）

終活相談会終活相談会 開催開催ののお知らせお知らせ第３回第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。

介護事業

介護についてのご相談・お問い合わせはこちら

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
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“介護”“介護”もも、コープにお任せ!、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、まずは下記の事業所までご相談ください。
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。

お得な早期割引は12月7日お得な早期割引は12月7日（月）（月）までまで

※一部申し込み締め切り日が早い商品がございます。

クリスマス・年末迎春商品のお買い忘れはありませんか？クリスマス・年末迎春商品のお買い忘れはありませんか？

クリスマス 迎 春

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしています

980円
（税込1,058円）

180円
（税込194円）

いつでも注文カタログいつでも注文カタログ
12月号　P0612月号　P06

ホームページでお届け予定をホームページでお届け予定を
ご覧いただけますご覧いただけます。。12月3週12月3週
注文分は12月7日（月）に公開注文分は12月7日（月）に公開
予定です。予定です。

※お届けする野菜は時期によって異なります。※お届けする野菜は時期によって異なります。

���������������������������豚肉を焼肉のタレで味付け
して焼き、それをご飯にのせて、その上
にこのゴマをたっぷりかけて食べます。
ゴマについている味付けがいいアクセン
トになってすごく美味しいです。

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)

※ 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
サービスへ、お電話にてお申し込みください。


