
コープぎふの森を
関市上

か み は ざ ま

迫間に開設して７年。
楽しく自然と
ふれあいましょう。

ふらっとおしゃべり
日　時　４月８日（土）　9：30～11：30　　　
会　場　 ほっとサロン（各務原市那加東新町2-146）

Ｇサロン　
日　時　４月19日（水）　10：00～12：00　 
会　場　ながら虹の家（岐阜市福光南町12-9／コープ長良店北側）

おたすまカフェ
日　時　４月21日（金）  10：00～12：00
会　場　 （株）サンホーム大垣ショールームリビングスペース

（大垣市静里町165）

くらしたすけあい
の会事務局 ☎058-370-6876くらしたすけあい
の会事務局お問い合わせ 受付/10:00～16:00

 （土・日・祝休み）

おしゃべりからくらしの様子、ちょっとした困りごと、「こんなことできるよ」、
「こんなことできたらいいね」と地域でのささえあいなどを話し合います。

西濃地域での「くらしたすけあいの会」が、担い手の減少などで厳しくなっ
てきています。現状の見直しを図り、地域でのたすけあいはどのようなし
くみや活動であったら利用しやすいか、また活動に参加しやすいか、こん
なことしてみたいなど、たくさんの方の想いを話し合い、地域にあった姿
を見出し、新しい「たすけあい」を考えていきたいと思います。
今は活動に参加していない人も大歓迎ですので、お気軽にご参加ください。

お近く 　住まいるフェアお近く お近く 住まいるフェア住まいるフェア
4月1日（土）10：00～16：30

要予約

リフォーム・新築の不安解消！
一級建築士と専門家にじっくりご相談していただけます。

①10：10～  こっそり話す 
リフォーム業界の裏事情

②10：40～ 家の寿命をあと20年延ばすコツ
③11：20～ 屋根・外壁　塗り替えのコツ　
④11：50～  質問タイム

またはショールームツアー　

44月月11日（土）日（土）10：00～16：3010：00～16：30

リフォーム・新築の不安解消！リフォーム・新築の不安解消！リフォーム・新築の不安解消！
会　場:タカラ岐阜ショールーム（岐阜市東鶉3丁目51番地）

リフォーム教室

新築教室

参加費：１講座100円（１人）　

参加費：１講座100円（１人）　

コープぎふの森・春企画 関市

楽しく自然と楽しく自然と
ふれあいましょう。
ふれあいましょう。

コープぎふの森・春企画コープぎふの森・春企画
里山で　木を切り 木を植え 森づくり…　

　　　山菜天ぷら 春が咲く !!

◇植樹…薬木・薬草を植えます
◇除伐…陽当たりを良くするための除伐をします
◇散策…春の森で山菜を探そう !
　※お昼には、天ぷらで食味しましょう
◇しいたけの菌打ちもします

募　　集：70名　お子さんは5歳以上　多数の場合は抽選になります。
申し込み：電話で全員の氏名（お子さんは年齢）、電話番号をお伝えください。
締め切り： 4月7日（金）※抽選に漏れた場合のみ4月8日までに電話で連絡いたします。

参加者には事前資料と集合場所の地図をお送りします。（4/8発送予定)
持 ち 物：軍手、お弁当、飲み物、雨具、タオル、お子さんは交通安全用のヘルメッ

トがあればお持ち下さい。
雨 天 時： 小雨時は無理をしない企画に変更します。

大雨予想の場合は前日に中止の連絡をします。

場　所 :  集合場所…関市上迫間ふどうの森イベント広場
大岩不動の隣です（※迫間不動ではありません）
活動場所…コープぎふの森・関

参加費 :  ひとり150円（保険料含む）

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ コープベル

0120-706-887
受付／

9:00～18:00
(日曜休み)

内　容：森づくり体験

日　時 ： 4月１5日（土）9：00～13：00

2010 年関市迫
は ざ ま

間に開設した 6.53 ヘクタールの森林です。岐阜県、関市、
中濃森林組合とコープぎふの四者で「生きた森林づくり協定」を結び、協
働して整備をしています。

◆コープぎふの森とは…

住　宅

お問い合わせ
お申し込み 70120-706-866

株式会社コープハウジング東海 ぎふ支店 営業時間/
9:00～17:45

（定休日 毎週木曜日）

詳しくは住まいるコープ 12号か コープハウジング東海 　検索

お近く お近く お近く お近く 住まいるフェア住まいるフェアお近く 住まいるフェアお近く お近く DE

無料

おたがいに、スマイルでがモットーです。

①13：30～  何から始めたらいいの？　
新築はじめの一歩

②14：00～ 計画前に知っておきたい 新築の予算
③14：40～ 安心して建てるための業者の選び方
④15：10～  質問タイム 無料

・ 消費税・住宅減税の詳しい話が聞

け予算の立て方の参考になった。

・ 長期優良住宅を建築したいと考

えていたが、漠然とだがポイント

を知る事ができた。

・ 建築士さんと相談することから

始める事が最適だと感じた。

直ぐにリフォームするという段階

ではなかったのですが、親切に教え

て頂いた建築士さんに感謝してい

ます。又、他のお家のリフォーム例

（写真）はイメージしやすくわかり易

かったと思いました。

参加者の声

参加者の声

キハダ、南天の木などを植えます。

簡易のこぎりを用意します。

例年「わらび」や「コシア
ブラ」に会えます。気候条
件で採れない場合もありま
す。ご了承ください。

（Ｇには、Gifu,Gift,Good,Gold,Giveなどたくさんの想いをこめています。）

持ち寄りミニフリーマーケットをします

笑いヨガの
プチ体験も
ありますヨ

日　時　4月12日（水）10：00～12：00
会　場　コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

西濃地域でのたすけあい活動をみんなで考える会

おしゃべり会 参加費無料 事前申し込み不要 当日会場にお越しください。

ふらっとおしゃべり

Ｇサロン
日　時

おたすまカフェ

（岐阜市東鶉3丁目51番地）

2017年4月1週 14号

3月20日（月）～3月25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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コープベル

コープベル コープベル

カチャ
  カチャ

まとめ買い
している
のよ！

ゆずのぽん酢、
次いつある
かしら？

もしよろしければ
お気に入りのポイントを

教えて頂け
ますか？

しょうゆ辛くないし
お酢も強くないから

いろいろと使えるのよ！
鍋に使ったりサラダに

直接かけたり…

嬉しい声を
ありがとう
ございます

ゆずのぽん酢
でございますね。

次回●月●週で
ご案内の予定と
なっております。

おいしい通信

ＣＯ・ＯＰ共済ニュース葬祭サービス

生活サービス事業

◎�余計なおまけがなくてシンプル、
続けやすい価格です。
◎�小学・中学ポピーは教科書に沿っ
ていて予習・復習にピッタリ！

おためし見本・月刊購読
お気軽に

お申し込みください！

職員より
コメント

お肉やお魚をさっぱり食べたい時にも
おすすめです♪

85
コープベル

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１週　扱い予定）

商品案内４月１週・Ｐ50 3396

300ｍｌ

Ａ

受付時間/9：00～18:00（日曜定休）
0120-161-913

http://coopkyosai.coop コープ共済 検索

コープ共済センター
お問い合わせ

※�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。
契約引受団体／日本コープ共済
　　　　　　生活協同組合連合会

4月は新生活スタートの月ですね。 
お子様がご入学、ご進学される方
もみえるのではないでしょうか。
今月はお子さまの保障に
ついての豆知識
を紹介します。

　　いいえ、ご請求できる場合があります！ 
請求方法などお気軽に下記フリーダイヤル
まで、お問い合わせください。

Ｑ
豆知識 ～　新生活編　～

「乳幼児医療費助成制度」や
「子ども医療費助成制度」を利用したら
共済金は請求できないのでしょうか？

口座振替日の前に「ご利用明細書」をお
届けします。前月の16日から当月の15
日までのご利用金額を請求していますの
で内容の確認をお願いいたします。
また引き落としができない場合は、お手
続きに関わる手数料200円をご負担いた
だき、また一時ご注文をお受けできなく
なることがありますのでご注意下さい。

ご利用明細書について

年齢・学年に応じた教材が毎月ポストに届きます。

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

◦月刊幼児ポピー（2・3歳児～年長）
◦月刊小学ポピー（1年～6年）
◦月刊中学ポピー（1年～3年）

※　詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

月刊　ポピー家庭学習教材

※ 画像は、
　幼児ポピー
　（年長さん用）の
　一例です。

葬祭サービスにて
お墓を建てられた
組合員さんの声 　

「生協を介して提携社
を紹介されたので、う
ちあわせの際にも安心
して話をすることがで
きました。おかげで、
お墓のデザインもス
ムーズに決まり、スケ
ジュールどおりに完成
しました。落ち着いた
感じのできばえにとて
も満足しています。」

コープぎふ
葬祭サービス☎058-370-6038 受付/9:00〜17:00

(日曜休み )
お問い合わせ
お申し込み

お墓の相談会

会　場：益田支所　研修室
　　　　　（下呂市萩原町西上田1737）
内　容：お墓、墓地についての相談
　　　　　　例えば…
　「　お墓を建てるにはどれぐらい費用がかかるの？　」
　「　お墓を移動することはできるの？　」
　「　墓地を手に入れるにはどうすればいいの？　」

対　応：（株）飛騨建石（葬祭サービス提携社）
　　　　　葬祭サービス担当

日　時：4月8日（土）　10：30～１２：00

参加申込：４月５日（水）迄に下記の連絡先へ
　　　　　お申し込みください

保障相談デー

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

受付/9：00〜17：00
（土・日・祝休み）

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 0120-854-955お問い合わせ

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15日（土） 芥 見 店（岐阜市芥見南山3-2-17）
4月19日（水） 可 児 店（可児市下恵土2817-1）
4月20日（木） 尾 崎 店（各務原市尾崎西町5-30）

13：00～ 17：00時　間 無　料・予約不要

よろしければ保険証券をお持ちください

◦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

店頭にて
開　催

いたします

398円
税込　429円

ゆずのぽん酢


