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事例 

シデコブシと環境の保全
について学ぼう! えこちゃんくらぶ

定例会 in恵那

岐阜県東濃地域には、「生きた古代植物」とい
われる貴重なシデコブシの群生地があります。
シデコブシは環境省のレッドデータブックの絶
滅危惧Ⅱ種にリストアップされています。
中津川シデコブシの会の伊藤はるみさんから、
シデコブシ保護の取組みと地域の環境について
お話をうかがいます。

えこちゃんくらぶは、環境に関心のある子供たちを応援しています

日時／４月4日（火）11:00～12:30

11:00 から中津川のシデコブシについてお話をうかがい、12:00 から群生地へ
行って実物を見学します。この時期は例年、シデコブシの白い花が見られます。
ご希望の方は午後のえこちゃんくらぶ定例会へも参加いただけます。

会　場／ コープぎふ恵那店多目的広場とシデコブシ群生地
（コープぎふ恵那店集合）（恵那店／恵那市長島町中野２丁目５－１）

参加費／無料　募集人数／親子10組（お一人でも参加できます）
申し込み締切／3月24日（金）

「ハートをつなぐ集い
～おたがいさま東部第４回総会～」

あなたも参加しませんか！
　2014年 3月に設立した「～有償たすけあいシステム～お
たがいさま東部」はおかげさまで4年目を迎えます。利用時
間は4000時間を超え、応援者も230名程になりました。
　昨年を振り返り、今年の事、これからの事を交流します。「お
たがいさまって何？」「私にも応援できるかしら」「私も利用で
きるの？」等みなさんのご参加をお待ちしております。

日時：４月15日（土）

介助応援（買い物・通院付き添い・話し相手等）
家事応援（食事作り・掃除・洗濯・産前産後のお手伝い・庭の草取り等）
育児応援（子どもの世話・保育園の送り迎え等）
その他（庭木の剪定・ペットの世話・障子張り・宛名書き等）

※ 総会終了後、懇親会を開催します。こちらにもぜひご参加ください（参加費300円）

場  所： コープぎふ多治見支所２階会議室
多治見市旭ケ丘10-6-100（多治見美濃焼卸団地内）

申し込み： 下記電話番号へご連絡ください

10:30～11:30（開場10:00）

草花でしおり作りもしましょう！（無料）

第２回総代会議   みんなでおしゃべりしませんか！
「わたしたちの声で生協をつくる」を実感できる総代会にしましょう

お問い合わせ
お申し込み

それぞれの開催地区までご連絡下さい
受付/9：00～17：30（日曜休み）

※ 開催時間は10：00～12：30（予定）となります。
（午後企画のある会場もございます）
※ 開催日程・会場は変更となる場合がございます
のでご了承下さい。

申し込み締切
3月25日（土）

コープぎふの組合員
であればどなたでも
参加できます

開催地区 開催日 会場 お問い合わせ先

飛　騨
4月21日（金） 石浦うらら館

0120-398-665
4月 22日（土） 高山市民文化会館

※先週（１２号）でのご案内から変更となっています

益　田 4月19日（水） 釜ヶ野集会所 0120-398-675

恵那中津
4月13日（木） 恵那店

0120-256-8304月 19日（水） 中津川文化会館
4月22日（土） 恵那店

多治見

4月18日（火） 多治見店

0120-278-752
4月 19日（水） 瑞浪市総合文化センター
4月22日（土） 多治見支所
4月26日（水）

可児店
4月27日（木）

中　濃
4月14日（金） 大和生涯学習センター

0120-295-1304月 22日（土）
中濃支所

4月24日（月）

各務原
4月17日（月）

本部（各務原支所２階） 0120-245-583
4月 21日（金）

開催地区 開催日 会場 お問い合わせ先

岐阜南
4月17日（月）

岐阜南支所 0120-453-277
4月 18日（火）

岐阜西

4月13日（木） ながら虹の家

0120-388-731
4月 15日（土） 岐阜西支所
4月17日（月） 神戸町中央公民館（予定）
4月25日（火） ながら虹の家

西　濃
4月19日（水）

西濃支所
0120-479-0114月 21日（金）

4月24日（月） 大垣市青年の家

わたしたちの声で生協をつくる」を実感できる総代会にしましょうわたしたちの声で生協をつくる」を実感できる総代会にしましょう
第 19回通常総代会に向けて「議案の提案」や「質疑」を行う事前検討会を開催します。
「わたしの声で生協をつくる、私もみんなも元気になる」そんな会に
参加しませんか！オブザーバー参加を募集しています。
詳しくは、それぞれの開催地区までお問い合わせ下さい。 会場のようす

お問い合わせ
お申し込み

お問い合わせ
お申し込み1058-370-6873 1080-5812-5208コープぎふ

くらしの活動部
おたがいさま
東部事務所

受付/9:00～17:00
（土・日曜休み）

受付/10:00～16:00
（土日・祝日を除く）

2014年 3月に設立した「～有償たすけあいシステム～お
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おいしい通信 84

生協のライフプランアドバイザーによる

生活サービス事業

葬祭サービス

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

住　宅

折り目の入った
銀色のシートです

バナナを緩衝材で包んで
お届けしています！

組合員さんの

声を受けて

改善しました！

いままでの状態

※�箱の中の商品が沢山の場合
や箱の中でバナナが動かな
い場合は緩衝材がセットさ
れない場合もあります。

東海コープ事業連合
生活サービス事業部　　　0120-282-220 受付/9：30 ～17：00

（土・日曜休み）
お問い合わせ
お申し込み

※調律作業のイメージです

組合員価格
9,800円
（税込10,584円）

乾燥剤は2個セット
3,000円（税込3,240円）

必要に応じて
お申し込みいただけます。

ピアノの種類・大きさ・
新旧にかかわらず 一律

料金
～ピアノ販売会のおしらせ～

春の生協　ピアノまつり
新品・中古のピアノをご用意しております。
日時：4月1日（土）・2日（日）
　　　　　　　　10：00～18：00
場所：音の工房　鈴鹿市神戸3-24-35
　　　　　　　　☎059-383-5728＊　詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

生命・医療・がんなど、保障に関するご相談に、
専門の相談員がおこたえします。

相談会の3日前までにご都合の良い
会場をお電話にて申し込みください。

申し込み

12：30〜17：00開催時間

お1人　1時間程度相談時間

コープサービス東海職員
　または　
組合員ライフプランアドバイザー

相 談 員

※�相談会の日程では都合が悪い場合、別の日に相談をお受けすることもできます。下記までお問い合わせください。
株式会社東海コープ安全運転センター
コープサービス東海ぎふ

受付 / 9：00～17：00（土・日・祝休み） 　0120-854-955お問い合わせ
お申し込み

参
加
者
の
声

民間の保険会社での相談では、「自社商
品の売り込み」になってしまいますが、
相談者の立場に立って話をして下さると
ころが本当にありがたいです。

日　　程 会　　　場
4月 6日（木） 恵 那 店

（恵那市長島町中野2-5-1）

4月 8日（土） 飛 騨 支 所
（高山市石浦町6-20）

4月11日（火） 中 濃 支 所
（関市西本郷通り6-4-6）

4月12日（水） 長 良 店
（岐阜市福光南町7-17）

4月13日（木） 多 治 見 店
（多治見市京町4-109）

4月14日（金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）

4月15日（土） 芥 見 店
（岐阜市芥見南山3-2-17）

保障の個人相談会 相談無料 ピアノ調律
☎058-370-6038コープぎふ葬祭サービス 受付/9：00～17：00

（日曜休み）

ライフサポート株式会社 　0120-80-7071お問い
合わせ

ご家族様のご要望にあわ
せて、どんなご葬儀にも
幅広く対応できます。

※�会館見学、事前相談、葬儀費用の
見積りにも随時対応いたします。
　�ご希望の方は下記の問い合わせ先
にご連絡ください。

2月18日（土）提携社の新たな葬儀会館が
大垣市にオープンしました！

【会館名】　ティア大垣東
【住　所】　大垣市長沢町
　　　　　2丁目41番地
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商品案内
3月 5週 P33商品案内

3月 5週 P39 　　　　　　これ、おいしいね。私はカニ
が好きでね、子どものお弁当にも入
れちゃうんだよ。
　　　　　へぇー、お弁当に、かに
爪ですか？　お弁当のフタ開けたら、
テンション上がっちゃいますね！
　　　　　　でしょ？　テンション

が上がるスペシャル弁当だよ。これを入れ
ると、お弁当のスペースも埋まるし、美
味しいから！

　　　　　　この商品は、おからにな
る部分も一緒になっているせいか、食
感や味がいつもの豆腐と違って、スイー

ツみたいなの。黒みつや甘い
ソースをかけて食べると独特
の風味で美味しいよ。

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回4月4週　扱い予定）
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恵那店周年祭
3月25日（土）～26日（日）

＋
ぎふっこカード 組合員カード

3月26日
（日） 毎月第4日曜日は〝ぎふっこカードデー〟

＊一部対象外商品があります。

株式会社コープハウジング東海  ぎふ支店
　　0120-706-866

定 休 日 毎週木曜日
営業時間 9:00～17:45

お問い合わせ
お申し込み

会　場 コープぎふ本部会議室
日　時 3月25日（土）13:00　～16:00

〈　新 築 講 座　〉　参加費：300円（1人）
①　何から始めたらいいの？　
　　　　　　　　新築はじめの一歩
②　低金利時代に考える
　　　　　　　　新 築 の 予 算
③　メーカー？　工務店？　建築士？　
　　　　　　　　業 者 の 選 び 方

参加された組合員さんの声
・�家づくりの進め方について
詳しく教えて頂けて、参考
になりました。まずは色々
と勉強したいと思います。

・�ほとんど無知の状態だっ
たので、お金の話し（金利
など）など難しくわからな
いところもあった。時間が
足りないくらいの内容だっ
たので、いただいた資料を
家でゆっくり読ませていた
だきます。コープハウジング東海

思いどおりのわが家をつくる
ここから
  始める 新 築 講 座

要 予 約
前日までにお電話
またはHPから
お申し込み下さい。

組合員　さん

組合員　さん

組合員　さん

担当者

804
大豆そのまま豆腐

120ｇ×2蔵 189円
税込　204円

150ｇ(5個）凍 トク
だね 378円

税込　408円
※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回4月3週　扱い予定）

※調律作業のイメージです

お買い物総額から
いたします。5％割引

のご提示で、

（各務原市鵜沼
　　各務原町1-4-1）

たくさんのメーカーさんと一緒に「おいしい」「たのしい」の2日間

お届けした緩衝材

は、商品受け取
り

後、そのまま返却

をお願いします。

テスト結果では打ち身の低減に！

箱の中でバナナ
が動き、他の商
品と触れる等し
て、打ち身による
傷みの原因に・・・

バナナに
緩衝材を
被せて
お届けし
ます。


