
〈知ろう・食べよ
うコーナー〉

食べる、買う。地元
生産者が、いろいろ

こだわ

りの品を持ってき
てくれます。おたの

しみに

クイズラリーも同
時開催！

（お買い物にはマ
イバッグをお持ち

下さい。）

～生産者とのお
話コーナーを設

けます～

●グリーンねぎ
の戸川さん

●お米の生産者
 森さん

お楽しみ抽選会
もあるよ！〈地元の生産者と
話そう〉

お問い合わせ
お申し込み 1058-265-3627JA ぎふ本店

資産相談課
受付/9:00～17:00
（土・日・祝日 休み）

栽培予定：春夏・秋冬それぞれ6品目を作付け
　　　　 春夏（とうもろこし、枝豆、なす、パクチーなど）
　　　　 秋冬（白菜、大根、キャベツ、ブロッコリーなど）
利 用 料：1区画20㎡㎡年間28,000円（一括払い）
体験期間：毎年3月初旬から1年間
体験場所： ①ベジタウン・イワタ（各務原市那加日新町4丁目40）

　イオンモール各務原さんの近く
　　　　  ②ファミリーはぐり（羽島郡岐南町三宅6丁目95）

　スーパー三心岐南店さんの近く
お申し込み： JA ぎふ本店

下記電話番号までご連絡ください。
締め切り：3月末日（4月以降の申し込みも可能です。）
主　　催：JAぎふ
協　　賛：コープぎふ

●こんな方を募集しています

・ 農作物を育てたいが、初めてで何から始めていいか分からない方
・子どもや仲間と農作業体験をしたい方
・自分で育てた新鮮な農作物を食べたい方
・運動不足を解消したい方

●この農業体験の特徴

①野菜の種まきから収穫まで、一連の農作業ができます。
　 身体一つで気楽に楽しんでいただけます。子ども、家族、グ
ループでの参加もOKです。

②必要な苗、農具等の準備、栽培指導は園主側が行います。
　 汚れても良い服装で参加ください。
③作付け品種は、園主側で決定します。
　 栽培指導を通じて基本的な野菜の育て方が学べます。
④出来た作物は、各ご家庭でお楽しみください。
　 JAが定期的に収穫祭などのイベントも用意します。
⑤いつでも自由に、農業体験が可能です。
　 毎月開催する講習会に参加いただけます。開催は、月１～２回
程度です。一回の講習会は連続した金・土・日に設定しますので
ご都合の良い曜日を選んでいただけます。なお、講習会は午前中
に行います。

内　　容

食べよう西濃を知ろう

受付 / 9:00～17:30
       （日曜休み）0120-479-011

コープぎふ西濃支所（実行委員会事務局）
お問い合わせ

主催 : 西濃地域地産地消のつどい実行委員会　
後援 : 岐阜県、大垣市、JAにしみの

話そう話そう
〈西濃のイチゴ

をつかった

 こだわりのス
イーツ提案！〉

・ 西濃地区若手
職人の会　

ＳＥＩＮＯ　ＤＥ　Ｐ
ＡＳＡＰＡ

・ 米粉クレープの
ティアレ

・D's Kitchen

  （TOMA POR
K Ⅲ）

地産地消のつどい西濃地域

10:00 ～ 開会
オープニング : ほなみ太鼓 各

ブ
ー
ス
で
の
販
売
・
試
食

10:40 ～ チームみなもと遊ぼう

11:00 頃 生産者と話そう
体験コーナースタート

11:15 ～ こども もちつき体験

12:20 ～ チームみなもと遊ぼう
13:30 ～ こども もちつき体験
14:00 ～ 餅まき
14:30 閉会

〈こどももちつ
き体験〉

11：15〜　13：30〜

※第5回西濃地域地産池消のつどいには、約30の生産者・団体
　およびグループのみなさんが参加を予定しています。（１月現在）　

入場
無料

第5回
２月２5日（土）10：00～ 14：30【　日　時　】

ＪＡにしみの ふれあいホール（大垣市東前町９５５－１）【　会　場　】

〈オープニング〉

ほなみ太鼓
（川並土曜塾）
10:10 ～

コーナー〉

〈体験してみよ
う〉

・牛乳ういろう
作り

・お茶の手揉み
体験

・レンジで豆腐
つくり

・模擬牛の乳し
ぼり 

〈産地体験企画
紹介〉

・南濃みかん収
穫

・いび茶茶摘み

・ハツシモ田植
え

（お買い物にはマ
イバッグをお持ち

下さい。）

岐阜聖徳学園大学
 

本多先生の『食育
教室』

  （TOMA POR
K Ⅲ）

〈産地体験企画
紹介〉

〈高校生も出店し
ます〉

・大垣養老高校食
品科学科

開会

クイズラリーにに挑挑戦戦！！
生生産産者者のの話話をを聞聞いいてて！！生生生生産産産産者者者者のののの話話話話をををを聞聞聞聞いいいいてててて！！！！生生産産者者のの話話をを聞聞いいてて！！生生生生産産産産者者者者のののの話話話話をををを聞聞聞聞いいいいてててて！！！！

チームみなも・
ちゃちゃまる来

場

10:40・12:20

無料

JAぎふが県下で初めて

取り組む体験農園です

初めての農業体験してみませんか！

・自分で育てた新鮮な農作物を食べたい方・自分で育てた新鮮な農作物を食べたい方・自分で育てた新鮮な農作物を食べたい方・自分で育てた新鮮な農作物を食べたい方

2017年2月4週 8号

2月６日（月）～２月11日（土）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 刊週 刊
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おいしい通信 79

葬祭サービス

くらしの活動部

生活サービス事業

福祉事業部

商品案内　２月 4週

※アレルゲンなど詳しい情報は商品案内でご確認下さい。

798円
税込　861円

昨年１０月の『コープぎふフェスタin東濃』の中で開催された
ケーキの試食・投票をする「Ｃ-1グランプリ」の結果発表です

ぎふ・中津川の和栗モンブラン1位
127票

2位
106票

（次回3月5週　扱い予定） （次回予定　不定期）

（3月3週で扱い予定）
４種ベリーのレアチーズケーキ3位

101票

出資金について

増資２００円

の記入例

３９９７ ２
　❶　OCR注文用紙での増資
　商品案内カタログで
は商品の番号と同じよ
うに「増資」の番号が
あります。4桁注文欄
にご記入いただけれ
ば、いつでも好きな金
額で増資できます。

注文番号 品　　名
3996 　増資　1,000円
3997 　増資　100円
3998 　増資　10円
3999 　増資　1円

　❷　積み立て増資
　毎月、金融機関口座から自動的に引き落とす方法です。
月単位で決まった額、またはお買い上げ金額の端数を目
標額まで自動的に積み立てていきます。専用の申込用紙
がありますので、いつもの担当者にお申し付け下さい。

　❸　お店でのつり銭増資
　お店で現金清算をした際、端数のつり銭をその
まま1円からでも増資にすることが出来ます。レ
ジ担当者にお申し付け下さい。

（組合員カードの提示が必要です）

東海コープ事業連合
生活サービス事業部旅行センター　　0120-032-803 受付/9：30～17：00

（土・日曜休み）
お問い
合わせ

目 的 地：岐阜県郡上市
参 加 対 象：新小学1年生～新中学1年生
日 　 　 程：３月24日（金）　３月２８日（火）
発 着 地：冒険キッズHPにてご確認ください。
日帰り料金：9,800円　（　現地集合5,800円　）

春の戦国絵巻
～　里山の陣　～

※�この広告でのお申し込みは、受け付けて
おりません。　詳しくは冒険キッズホーム
ページまで
冒険キッズ

スマホ、タブレットは
QRコードから

葬儀事前申し込み制度登録のご案内
葬儀は突然の出来事です。もしもの時のことを考え、前もって葬儀
の依頼先や概要を葬儀事前申し込み制度にて葬祭サービスに登録し
ておけば慌てずにすみます。

☎058-370-6038葬　　祭
サービス

受付/9：00～17：00
（日曜休み）

お問い合わせ
お申し込み

１.登録の申し込み及び受付
　　学習会、相談会、見学会開催時及び葬祭サービス窓口
2.登録の手続き
　　葬儀事前申し込み制度登録用紙にて必要事項を登録
3.登録による特典
　　�葬儀事前申し込み制度登録者からの葬儀施行依頼に際し、基本料金
　（税抜き）3％割引
4.制度による基本料金割引の適用
　コープぎふ組合員及び配偶者、第2親等までの親族の葬儀

葬儀事前申し込み制度の概要

※いずれの場合も岐阜県内の葬祭サービス施行エリア内での葬儀に限定

予告 書き損じハガキ回収キャンペーンご案内

　　●　キャンペーンの概要
主　　催：ＮＰＯハンガー・フリー・ワールド
回収期間：2017年5月31日まで
実施方法：直接専用封筒で主催者に送ります。（共同購入や店舗では回収しません）
　　　　　主催者によるボランティア活動で仕分け作業がされ、換金されます。
支援内容：栄養不良改善、栄養指導、農業指導、教育等に幅広く活用されます。

　　●　集めているもの
◇　ハガキ　…　年賀・官製ハガキ（書き損じ又は未使用）
◇　切　手　…　未使用（日本と中国のみ）・使用済み（国は問わず）
◇　商品券　…　ギフト券・図書券・収入印紙　など　　　

世界中の食卓が笑顔で満たされるよう、今年もご協力をお願いいたします。

回収専用封筒

～　ご家庭に眠っているハガキや商品券などで、
飢餓に苦しむ人々のくらしを応援　～

次週（３月１週）共同購入にて
回収専用封筒をお届けします。

ハンガー・フリー・ワールドとは…
飢餓に苦しむ人々を支援する国際協力団体（Ｎ
ＧＯ）で、特定の思想、宗教、政治的意思から
独立したＮＰＯ法人（非営利・市民組織）です。

昨年の取り組み報告
全国の生協及び一般企業141組織が参加し、
収益は1億5,000万円となりました。内コー
プぎふからの支援は3,000件、420万円と
なりました。

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

写真提供：ハンガー・フリー・ワールド

子どもだけの自然体験旅行　冒険キッズ春企画のご案内

　弓矢で的を射抜くべし！
　凧を作ってあげるべし！
　のろしをあげるべし！
　五平餅をつくってたべるべし！
冒険キッズは自然の中の遊びを通して一回りも二回りも
大きくなっていく子どもの成長を後押しします。

増資って　どうすれば出来るの？

あまおうモンブラン

ご希望の勤務時間や
  お休みの相談にも
      応じますので
　気楽にお問い合わせ
　　　　ください。

◎資格　�初任者研修修了者（ヘルパー 2
級）・介護福祉士

◎時間　�7：00～20：00の間で
　　　　応相談
◎時給　�1,110円（訪問介護手当含む・交

通費別途支給）

◎待遇　�勤務時間数・資格に応じて別途手当あり
　◦時間帯手当（朝8時前・夜6時以降）あり
　◦日・祝日手当、その他手当、
　　有給休暇あり
　◦健康診断、労災加入

コープぎふ　訪問介護ステーション各務原コープぎふ　訪問介護ステーション長良
（ながら虹の家/長良店北側） （各務原市那加東新町）

受付/ 9:00～17:30　（　月～土　）サービス提供エリア 岐阜市、各務原市、関市南部、岐南町
058-380-3030☎ 担当

坂井058-231-2135☎ 担当
安藤

お問い
合わせ

幅広い年代の方が

　活躍中!

ヘルパーさん大募集

生協で訪問介護の
お仕事してみませんか？

※�詳しくは次週の
週刊コープぎふ
や専用封筒をご
覧ください。

240ｇ　4個凍
976
P58

220ｇ　4個凍
008
表紙

598円
税込　645円

トク
だね

Ｃ－1グランプリ結果発表!

たくさんのご来場　ありがとうございました。


