
ピース
アクション
２０１９

募 集 内 容

ピースアクション 
in ヒロシマ

ピースアクション 
in ナガサキ

日程 ８月４日（日）～６日（火） ８月７日（水）～９日（金）

予定行程

●広島平和記念資料館見学
●被爆の証言
●碑めぐり(フィールドワーク)
●子ども平和会議（小・中・高生のみ）
●ヒロシマ虹の広場
●8月6日 慰霊式典参加　等

●長崎原爆資料館見学
●被爆の証言
●生協平和のまち歩き
 　 (フィールドワーク)
●ナガサキ虹の広場
●8月9日 平和祈念式典参加　等

募集対象
８名（親子での参加を歓迎します）

※子どもは小学4年以上、大人のみも可
※応募者多数の場合は抽選

２名
※対象は大人を基本にします。
※応募者多数の場合は抽選

＊同行者 理事、職員も同行します

参加費
※ ご案内の金額は

18年度の参加
費です。19年度
参加費は確定後
にお知らせいた
します。

大人　　22,000円（中学生以上）
子ども　20,000円（小学4年～6年）
※参考価額（18年度の実績です）

大人　30,000円（中学生以上）
※参考価額（18年度の実績です）

※参加費には交通費・宿泊費・食事(朝食2回)・イベント参加費が含まれます。
※ 補助の対象は大人１名、子ども１名です。それ以上の申し込みは可能ですが、

対象を超えた方の参加費は全額負担となります。
※ この企画の費用は平和カンパからの補助で一部まかなわれています。

コープぎふ
くらしの活動部☎058-370-6873 受付/9:00〜17:00

( 土・日曜休み )
お問い合わせ
お申し込み

今年も2泊3日の平和の旅を実施します。ヒロシマ・ナガサキの地で、あ
らためて平和について考えてみませんか！

●�このイベントに関する運送・宿泊に係わる手配は、(株)トッパントラベルサービスが行っています。
●�行程企画・参加費については18年度実績です。参加費の詳細は確定後あらためてご案内いたします。

【締め切り】６月14日（金）

● 事前説明・学習会 ７月20日（土） 10：３０～１２：３０
● まとめの会 9月7日 ( 土 )10:30～12:30
　どちらも コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

※�参加される方は上記の会に出席いただきます。また終了後感想文の
提出をお願いしています。

参加にあたって ※予定

コープぎふ
くらしの活動部☎058-370-6873 受付/9:00〜17:00

( 土・日曜休み )
お問い合わせ
お申し込み

 in ヒロシマ・ナガサキ参加者募集

主催：岐阜県ユニセフ協会／共催：岐阜市

親子での
参加大歓迎!

募集人数　�50人（大人、子ども含む）

参 加 費　�大人300円　子ども100円（昼食あり）
持 ち 物　��飲み物、敷物、帽子、田んぼに入れる準備�

※汚れても良い服装でお越しいただき、着替え、タオルなどご持参ください。 
※田植え体験で田んぼの土が気になる方は、ゴム手袋をご持参ください。

締め切り　5月11日（土）

「恵那ひかり」でおなじみの、JAひがしみのさん
の田んぼをお借りしてお米づくりに取り組みま
す。今回は田植え体験、田植え機による田植えの見
学、JAひがしみの・生産者の皆さんとの交流や「恵
那ひかり」の昼食交流なども予定しています。
ご家族、お友達もお誘いの上、多くの方のご参加を
お待ちしています!

集合場所　�JAひがしみの恵南アグリセンター�
（恵那市山岡町上手向2627）

開催場所　山岡中央農用地利用組合圃場

9:30集合、13:30終了予定
日　時 5月18日（土） 雨天決行

恵那ひかり
お米づくり体験交流

参加者募集

応募多数の場合は抽選となり、5月14日（火）までにご連絡します。
※当選者へのご連絡は詳細案内の発送をもってかえさせていただきます。

水
水

のたいせつ

がおしえてくれること

日　時　�5月11日（土）
会　場　�ぎふメディアコスモス�かんがえるスタジオ�

（岐阜市司町40-5）
講　師　��吉田好江さん�

（日本ユニセフ協会職員）

参加費　無料
定　員　�100名�

（お電話にてお申込みください）

ユニセフ支援の大きな柱の一つである「水と衛生」。2030年までに達成を目
指す持続可能な開発目標（SDGs）の実現のためにユニセフが取り組んでいる
ことを、東ティモールでの「水と衛生」の支援活動を交えながら報告します。

ユニセフパネル展＆支援物資の展示同時開催

公益財団法人日本
ユニセフ協会勤務
10年目。団体、企
業、自治体などか
らの協力・パート
ナーシップ構築な
どを担当。

吉田好江さん

13:30〜15:00
（13:00から受付開始）

5月8日（水）〜13日（月） ぎふメディアコスモス みんなのギャラリー

ユニセフ講演会 参加者募集

４月29日（月）〜５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
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父の日ギフト好評承り中
5月26日(日)までお申込み

うちの娘、この海苔が大好
きなの♥
これだとバクバク食べて
くれるのよ♥

海苔の味がわかる
みたいで、これは
美味しいって！

多田
co・op

へぇ～!

多田
co・op

これを主人が食べてると
“あんまり食べちゃダメー！！”
って言うくらいなの。ウチで絶対
に欠かせないのがコレ！

気に入っ
て

もらえて

嬉しいで
す

多田
co・op

違いが
分かるん
ですね！

朝
一
番

朝
一
番

朝
一
番

No.323

海苔にはたくさんの栄養素が含まれており、「海の野菜」と
言われています。ごはんのお供にいかがでしょうか。

189
中濃支所

多田安里紗さんの

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5月5週扱い予定）

住　宅

葬祭サービス 葬儀式場見学＆
事前相談対応のご案内
葬祭サービス提携社では葬儀式場見学＆事前相談に
随時対応いたします。ご希望の方はご連絡ください！

 葬祭サービス提携社の紹介と該当支所エリア

岐阜県内各地に提携社各社の葬儀式場が合計96ヶ所あります。

（前日までにお電話
にてご予約ください）

リフォームポイント講座

新築スタート講座

参加費無料

参加費無料

当日参加OK

　要予約

① 10：00～ リフォーム相場と見積書の見方
② 10：45～ 屋根・外壁　塗替えのポイント
③ 11：30～ 季節企画　住まいの害虫とその対策
12：00～ 住まいの相談(外壁、水周り、暑さ・寒さ対策など)

① 13：30～ 家づくり　はじめの一歩
② 14：15～ 住まいづくりの「総費用」と「資金計画」
③ 15：00～ 住まいのパートナー選びのポイント
15：45～ 質問タイム・個別相談

コープぎふ多治見店　2階（多治見市京町4-109）
日 時

場 所
5月18日（土）　10:00～13:00

コープぎふ多治見店　2階（多治見市京町4-109）
日 時

場 所
5月18日（土） 13:30～16:30

ご相談だけでもOK、お買い物のついでにお気軽にご参加ください。

何から始めたらいいかがわかる講座です。

※両講座、興味のある講座（①～③）のみの参加もできます！

 朝一番味付のり
（おとくようパック）

商品案内 5月3週・P53

②を受講された方に
｢外回り診断無料券｣

プレゼント！

〜楽しく学ぶから 楽習会〜 

わ が 家 の H A P P Y 家 計  
〜 今 ど き の 働 き 方 〜    

社会保障制度を知って、得する働き方をしましょう! 
103万円と130万円の壁の違いを知って賢く働きましょう。 

●いつも何気なくみていた源泉徴収票の見方がわかってよかったです。

●103万、130万の壁について細かく説明してもらって理解が出来ました。

会場 日程
可児店 5月20日（月）
恵那店 5月22日（水）

各務原支所 5月29日（水）
岐阜南支所 5月30日（木）

〈開催時間〉10:00 〜 12:00 
〈持ち物〉筆記用具

要予約

ライフプランアドバイザー（LPA）と学ぶ楽習会のご案内

組合員さん

より

各日程の前日までに
お電話にてお申込みください。 コープぎふホームページ

もご覧ください。

5 月 3 週お届けの商品案内にこちらのチラシ
がはいっているよ。CO・OP共済には女性の方
へおしらせしたい【女性限定】の保障があるよ。
まずはチラシをみてほしいのだ。

CO・OP共済ニュース

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

コーすけからのおしらせ

※CO・OP�共済に加入するには、出資金をお支払いいただき、コープぎふの組合員になることが必要です。

これまでの� 0120-161-913は2020年3月20日をもって終了いたします。ご不便をおかけしま
すがよろしくお願いいたします。

コープのお店
コープのおすすめ商品が
まとめ買いでお買い得！

初夏のケース予約
お申込み期間　5月6日(月) ～ 5月26日(日)
お受取り日　　6月8日(土) ～ 9日(日）

8切128枚（板のり16枚分）

季節企画

 598
  645

3257

参加費無料

商品は店頭またはホームページでご覧いただけます。

店頭にて
承ります！

益田支所 フローラ
恵那中津支所 レクストエール

中濃支所 公益社、ティア、
ロマンティア メモワール

多治見支所
レクスト・リンク、双葉葬祭、
美・エピローグ、橋本葬祭、
濃飛葬祭、
ロマンティア メモワール

各務原支所 ティア、
ロマンティア メモワール

飛騨支所 フローラ

岐阜南支所
アスピカ、市川葬典、
野々村葬儀社、ティア、
ロマンティア メモワール

岐阜西支所
富士葬祭、アスピカ、
市川葬典、野々村葬儀社、
レクストワン、ティア、
ロマンティア メモワール

西濃支所 アスピカ、レクストワン、
ティア


