
生活協同組合 コープぎふ LPAの会 共済部

☎058-370-6713 受付/9:00～17:00
 （土・日曜休み）

金融庁や日銀の委員を歴任された神戸 孝 氏は、
某新聞社主催の講演会で応募多数で抽選になる
ほど人気の講師です。
今回は身につけるべき「金融リテラシー」の、
これだけは知っておきたいことをわかりやすく解
説していただきます。

FPアソシエイツ&コンサルティン
グ㈱代表取締役、CFP®（サーティ
ファイド･ファイナンシャル･プラン
ナー）、早稲田大学ビジネス情報ア
カデミー講師、日本FP学会会員。
日本FP協会理事、金融庁 金融
経済教育懇談会委員、同 金融経
済教育研究会会員、同 金融審議
会専門委員、金融広報中央委員会
（日銀）金融経済教育推進会議委
員などを歴任。
著書に『団塊世代の資産運用』（イ
ンデックスコミュニケーションズ）、
『勝つ投資信託』（朝日新聞出版）、
『NISAで儲けろ!』（朝日新聞出
版）など多数。

講師プロフィール

「金融リテラシー」って何?
私たちがしっかりとした生活を送るために、お金を上手に管理
したり、注意深く使ったりするために必要となる金融や経済に
関する知識や判断力のことです。

11月30日(水)
13:00～15:00
不二羽島文化センター（旧羽島文化センター）
4階401 大会議室（岐阜県羽島市竹鼻町丸の内6丁目7番地）

150名 （定員になり次第、締め切らせていただきます。）
※ 下記の電話番号に申し込みをお願いいたします。
※ お申し込みの際に（氏名・電話番号・参加人数）をお聞きいたします。
※ お寄せいただいた個人情報は講演会の連絡または、共済のご案内の際に利用
させていただく場合がございます。※託児はございません。

講師   神
か ん べ

戸  孝
たかし

 氏

（12:30より受付開始）

日　時

会　場

定　員

お金で失敗しないために

　 金融のプロが教えます
これだけは知っておきたい!
お金についての「常識」と失敗しないための「定跡」 無料

コープぎふLPAの会
活動10周年

記念講演会のご案内

2017年度 福祉活動助成金 希望団体募集中 !
福祉活動助成基金は、コープぎふの組合員が参加する岐阜県内での非営利的な福
祉活動を資金面で応援するための基金です。コープぎふの組合員が参加する活動
や事業との関わりを深めながら、地域の福祉活動の応援をします。

　助成対象は以下の事業です。
高齢者、障がいのある者、幼児・児童、その他住民の生活を支援する活動、施設作り、
「調査研究活動」「交流会、研究会、シンポジウム開催」などが対象です。
助成金額は最高 100万円までです。

　2016年度の助成団体は以下の通りです。
「特定非営利活動法人さわやか伝言ばん」
避難経路を確保するための建物修繕
（デッキ・スロープの設置）

助成金額 500,000円

「特定非営利活動法人岐阜県歯科衛生士会」
歯育て支援ボランティア事業
「歯はっ子クラブ」への材料費

助成金額 99,967円

団体・グループ名 事業名・内容 助成予定額

特定非営利活動法人　かがやき たんぽぽファーム（障がい者施設）の
ユニットハウス整備 1,000,000円 

特定非営利活動法人　くわのみ 障がい児・者日中一時支援事業
「りんごクラブ」エアコン設置 199,800円 

特定非営利活動法人　
飛騨市障がいのある人を支える会

農福連携のための耕運機整備
（耕運機の購入） 158,750円 

特定非営利活動法人　ささゆり　
あゆみ館

リサイクルステーション用
プレハブ物置の設置 149,040円

ボランティアサークル「ハヌム」 ボランティアサークル「ハヌム」公演
（ワイヤレスアンプ一式を購入） 200,000円

みっぱらくっく 障がい者地域住民の交流活動、
日帰りバスツアー 50,000円 

恵那市の障がい児者の生活を豊かにする会 会員交流会（バスツアー） 50,000円 
ほっぺの会 日本食文化の伝統継承・味噌作り 65,000円 

児童養護施設の子どもたちを
支援する会

児童養護施設の子どもたちの
「生きる力応援サポーター」養成
アートセラピー療法の講座を開催する

100,000円

合計 1,972,590円 

2015 年度助成団体 (一部 )2015 年度助成団体 (一部 )

助成金申請のための説明会を開催します。助成金申請のための説明会を開催します。

2016年11月30日締め切り

生活協同組合 コープぎふ

☎お申込はお電話で
お気軽にどうぞ

共同購入注文書（OCR用紙）の注文欄に注文番号と数量（口数）をご記入ください。
「e- フレンズ」（インターネット）電話注文センターでも受け付けております。

注文番号 品　名
3987 福祉募金 100円
3988 福祉募金 1,000円

「福祉募金」は、お店でも受け付けております。各
店舗の専用募金箱又はサービスカウンターまでお
持ち下さい。

10月19日（水）10:00 西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

10月27日（木）10:00・14:00 コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
11月　1日（火）10:00 飛騨支所（高山市石浦町6-20）

11月　2日（水）10:00 多治見支所（多治見市旭ヶ丘10丁目6-100）

11月　7日（月）10:00・14:00 コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

「福祉募金」を受け付けています

募集要項、申請用紙はコープぎふホームページからダウンロードできます。

★説明会は1時間程度です。事前にお申し込みください。

　助成対象は以下の事業です。

　2016年度の助成団体は以下の通りです。

お問い合わせ
資料請求

生活協同組合 コープぎふ くらしの活動部 福祉活動助成基金事務局

058-370-6873☎
受付／

9：00～17：00
 （土・日曜休み）

2016年10月4週 43号

10月10日（月）～10月15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 今一番お伝えしたい情報を
週ごとにお届けしています。
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※　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

天ぷらの衣に
まぜると、パリ ッと
揚がって美味しいのよ！

私は飲まないんだけど
今回、6 本入りを注文
してみたわ

ありがとう
ございます

ぜひ試して
みてー！！

私はやった事が
なかったので
一度試してみます！

松尾 松尾 松尾

  ナルホド～！         

ただの
炭酸水

ただの
炭酸水

ただの
炭酸水

co・op

おいしい通信

葬祭サービス

生活サービス事業

住　宅

各事業所からのお知らせ

職員より
コメント

炭酸水にはお肉を柔らかくする効果もあるようです
飲むだけでなく色々な使い方ができそうですね♪

66
多治見支所の

組合員さん
より

90円
税込　97円

500ｍｌ( １本)

（次回予定　毎週）

葬儀学習会のご案内
葬儀は突然の出来事です。だからこそ、前もって葬儀について知って
おけば、いざという時にとても役に立ちます。これから先のことを考
えて、この機会に少しずつ、葬儀について学習してみませんか！

☎058-370-6038コープぎふ
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

コープぎふ　葬祭サービス担当対　　応
開催日前日までにお電話にてお申し込みください参加申し込み

内　　容 ◦葬祭サービスの概要　◦前もって考えておきたいこと　
◦通夜・葬儀の流れ　◦質疑応答　

日　　程 時　間 会　　　　　　場
10月24日（月） 10：30 ～12：00 飛 騨 支 所（　高山市石浦町6-20　）

秋と冬　旅のなかま

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

※この広告でのお申し込みは、受け付けておりません。 詳細は、今週配布の「旅のなかまチラシ」をご覧ください。

◦冬の味覚を堪能できる
　　　宿泊プランのご案内！
①石川県・山中温泉の蟹三昧会席プラン
②三重県・南伊勢町の伊勢えびプラン

◦�夜行バスで行く
　東京ディズニーリゾート®への旅

10月～12月の毎週金曜日出発！　
　金曜夜出発～日曜朝帰着

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

詳しくは住まいるコープ42号または コープハウジング東海

ショールームで学ぶ 要
予
約

新築・リフォームで「何からはじめたらいいのか、どこで工事をしたらいい
のかわからない」そんなあなたにピッタリの講座を二日間たっぷり開催。
キッチン・お風呂・トイレだけでなく、窓やエクステリアの最新商品が見ら
れるショールームも魅力です。カタログでは分からないことも聞けますよ。

見積りを
取る前に

22日
(土）

　　　　　　　　　　　　　　10：10～ 13：20
新築するなら今がチャンス！講座
低金利と減税など3つの講座＋質問タイム

参加費：軽食付き　500円/1人

知ってトクする！リフォームのコツ講座
見積書の見方など2つの講座＋ショールームツアー

参加費：軽食付き　500円/1人
　　　　　　　　　　　　　　13：30～ 15：20
一級建築士と話しま専科
設計したオリジナルな家など2講座　

参加費：1講座100円/1人

屋根外壁のリフォーム講座
屋根・外壁の塗替えのポイント＋ショールームツアー

参加費：1講座100円/1人
　　　ショールームツアーは無料

23日
(日）

　　　　　　　　　　　　　　10：10～ 13：20
新築するなら今がチャンス！講座
低金利と減税など3つの講座＋質問タイム

参加費：軽食付き　500円/1人

訪問業者も怖くない！メンテナンスのコツ講座
屋根外壁の塗替えなど2つの講座＋ショールーム
ツアー　　　　　　参加費：軽食付き　500円/1人

　　　　　　　　　　　　　　13：30～ 15：20
一級建築士と話しま専科
女性建築士設計のオリジナルな家など
2講座　　　　参加費：1講座100円/1人

ママの夢！キッチンリフォーム講座
らくらくキッチンの作り方＋ショールームツアー

参加費：1講座100円/1人　
ショールームツアーは無料

講座内容や

　時間割な
ど

　　　参加者アンケートから
◦個別相談の時間があるので講座で分からなかったことや、その他相談にのってもらえるので良かった。
◦勉強会+α、ショールーム見学があるので、具体的な商品のイメージがつかめて良かった。

※詳しくは各支所からの案内をご覧頂くか、各支所までお問い合わせください。
～ ご案内のない事業所でも開催を予定しています ～
年末迎春商品試食（展示）交流会参加

無料

受付／９：００～１７：３０
　　　（日曜休み）

飛 騨 支 所  0120 - 398 - 665
益 田 支 所 0120 - 398 - 675
恵那中津支所 0120 - 256 - 830
多 治 見 支 所  0120 - 278 - 752
中 濃 支 所  0120 - 295 - 130
各 務 原 支 所  0120 - 245 - 583
岐 阜 南 支 所  0120 - 453 - 277
岐阜西支所 0120 - 388 - 731
西 濃 支 所  0120 - 479 - 011

お問い
合わせ

※会場によって内容が異なります。また内容が変更になる場合があります。　※詳しくは各開催支所までお問い合わせ下さい。

開催日 時　間 会　　　　場
恵那中津
支所 11月26日（土）10：00～14：00

恵那市民会館
（恵那市長島町正家1丁目3番地21）

西濃
支所

10月29日（土）10：30～13：30
西濃支所

（大垣市古宮町字丸池129-1）

11月　2　日（水）11：00～14：00
垂井町文化会館

（不破郡垂井町宮代2957-2）

11月　5　日（土）11：00～14：00
大垣市宇留生地区センター

（大垣市荒尾町1438）
飛騨
支所 11月　6　日（日）11：00～14：30

高山マウントエース
（高山市問屋町30-88）

益田
支所 11月13日（日）10：30～13：00

益田支所
（下呂市萩原町西上田1737）

開催日 時　間 会　　　　場

各務原
支所 11月　5　日（土）

　　10：30
～12：00 各務原支所

（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）　　13：00
～14：30

岐阜南
支所

10月29日（土）11：00
～13：00

岐阜南支所
（羽島郡岐南町八剣北1-209）10月31日（月）

中濃
支所 11月10日（木）11：00～14：00 中濃支所（関市西本郷通6-4-6）

多治見
支所 10月16日（日）10：30～15：00

セラミックパークＭＩＮＯ
（多治見市東町4-2-5）

1部

2部

いつでも注文カタログ 818410月号・Ｐ9

◦日帰りスキー＆スノーボードスクール
　＆雪遊びバスツアー

集合から解散まで添乗員が引率！　お子様だ
けで参加できます。　初めて大歓迎！　１人参
加でもOK！　　　　　　対象：小学生・中学生

日　時 10月22日（土）◦23日（日）
10:00～16:00

会　場 LIXILショールーム名古屋
( 名古屋駅前から徒歩13分　Ｐ70台 )

12/23（金）夜出発～12/25（日）朝帰着
　40名様限定！

◦�添乗員同行、子どもだけで行く！
　東京ディズニーランド®バスツアー

①エスコートツアー
　（小学3年生～ 6年生）
出発から帰着まで、パーク
内もずっと添乗員が一緒！　
食事付！
※�お兄ちゃん・お姉ちゃんとの一緒
の参加なら小学１・2年生もOK！

②�ちょっとだけ
　エスコートツアー

（小学5年生～中学3年生）
パーク内は子どもだけで行
動します。　
添乗員はパーク内で待機し
ています。

ただの炭酸水
（無糖）

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。


