
2016年5月4週 21号

5月9日（月）〜5月14日（土）配布

生協の介護職員初任者研修
「2016年度介護職員初任者研修」開講予定について、
ご案内いたします。

【受付開始】５月２６日（木）
【開講予定】７月８日（金）
                        ～１０月末
                ※週２～３日程度  
                     平日の昼間に開講

【研修会場】コープぎふ大洞虹の家
　　　    （岐阜市大洞緑山１丁目１番地５）

【受 講 料】６８，０００円 （テキスト代込み）
                     ※生協未加入者の場合は加入をお願いします
                     ※奨学金制度あります。詳しくはお問い合わせください。
○託児や欠席時の補講対応など皆さんの受講を出来る
   限りバックアップします。
○受講に関するご質問・開講についての資料をご希望の方は
   お気軽に下記へご連絡ください。
   開講案内・申し込み用紙などをお送りします。

お問い合わせ
受付／9:00～17:00（土・日曜休み）

☎ 058-370-6873コープぎふ
くらしの活動部

●共同購入注文用紙での募金（ＯＣＲ募金）

　期間／５月２週〜５月4週で受け付けます

●募金箱の設置（コープぎふの店舗、支所、本部に設置しています）
　期間／4月18日（月）〜5月21日（土）まで募金箱を設置します。

注文番号 品  名 金  額
3901 熊本地震募金   　  100円   100円
3900 熊本地震募金　  1,000円 　1,000円

・上記の注文番号と数量をご記入・ご入力ください。
・電話注文センター、ｅ-フレンズ（インターネット注文）でも受け付けています。
※税額控除の対象とはなりません。ご了承ください。

下記の期間、４ケタの注文番号にて「熊本地震緊急募金」を受け付けます。

4月１４日から、熊本地方で発生している地震に
より、被災された皆様に対し心からお見舞いを
申し上げます。
コープぎふは、全国の生協とともに、今回の地
震で被災された方々の一日も早い生活再建に向け
て緊急募金に取り組みます。お寄せいただいた募
金は、日本生活協同組合連合会を通じて被災地域
の支援に活用させていただきます。

「熊本地震緊急募金」に
ご協力ください!

※５月16日（月）～５月21日（土）が締め切り週となります。

◆募金方法

1058-214-6148お問い合わせ
お申し込み

受付/
9：00〜17：30
（月〜土曜）

 担当  嶋崎・佐藤

コープぎふ大洞虹の家2階・福祉事業部

〜被爆地で平和について考え 体感できる企画に参加しませんか〜

※１　�自己負担額は、旅行代金の半額以上を平和のカンパより補助として設定しています。大人・子
どもとも１世帯各１名の金額となります。（大人・子どもとも2人目からは全額負担となります）

※2　組合員ご本人の参加、親子での参加しやすさを考慮して子どもより安く設定しています。

　被爆した体験の話は、 インターネットで読んだりするよりもリアルというか
迫力があり、生で聴けてよかったなと思いました。 慰霊式典に出席して、スピー
チを聴いて、平和は大切なものなんだなと今までよりも強く思いました。 年 、々
被爆者の方が減っていて、 原爆のことを伝える人が少なくなっているので、
この貴重な経験をいかして後世に残していかなきゃいけないなと思いました。

（中学２年）

　今回の研修で強く心に刻まれたこと。 それは戦争の愚かさと悲惨さ、 平
和を求め続け維持していくことの大切さと難しさです。 いかなる戦争も認
めない、 どんな小さな「戦争の芽」も摘み続けることが、 これからを生きる
者の使命だと思います。 これからの世を背負っていく幼い世代への平和教
育を切に願います。

※キャンセル等旅行条件を説明した書面をお渡ししますの
で事前にご確認の上お申し込み下さい。

※詳細につきましては、事前説明会でもご案内いたします。

【 日程と募集要項 】
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（２泊３日） ８月４日（木）～６日（土） ８月７日（日）～９日（火）

企画予定

●広島平和記念資料館見学
●被爆の証言
●生協虹の広場参加
●碑めぐり 
●慰霊式典参加

●被爆の証言
●生協虹の広場参加
●生協平和のまち歩き
  （フィールドワーク）
●長崎平和祈念式典参加

募集対象 コープぎふの組合員、及びそのご家族で小学４年生以上の方

募集人数 6名程度 6名程度
※応募者多数の場合は抽選となります。

自己負担
※1

大人
（中学生以上） 22,000円 ※2　　27,500円

子ども
（小学４年～６年） 20,000円 30,000円

※生協職員が同行します

旅行企画・実施／日本生活協同組合連合会・旅行部（コープトラベル）
　　　　　　　　観光庁長官登録旅行業第708号　社団法人日本旅行業協会正会員
　　　　　　　　総合旅行業務取扱管理者　濱田慎吾・井口義
　　　　　　　　東京都渋谷区渋谷３－２９－８　コーププラザ

【 締め切り 】  ６月17日（金）

1058-370-6873コープぎふ
くらしの活動部

お問い合わせ
お申し込み

受付／9：00〜17：00　（土・日曜休み）

 in ヒロシマ・ナガサキ

● 結団式（事前説明 ･ 学習会）
   ７月23日（土）…１０：３０～１２：３０
● まとめの会（報告会）
………８月27日（土）…１０：３０～１２：２０

【会場】 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、左記の会にご出席いた
だきます。

・参加終了後、感想文の提出をお願いして
います。

参加にあたって

▲ヒロシマ
　後ろは原爆ドーム ▲ナガサキ

　祈念式典にて

▲

ヒロシマ
　嵐の中の母子像前にて　
　後ろは平和記念資料館

2015年度
すすめること
２０１6
ピースアクション

ヒロシマ行動に参加された方より

ナガサキ行動に参加された方より

参加者
募集

昨年の参加者の声

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



No.177   各務原市鵜沼各務原町1-4-1　発行：生活協同組合コープぎふ 理事会 コープベル　　0120-706-887 コープぎふ

※　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

おいしい通信 48信 4848

葬祭サービス

生活サービス事業

福祉事業部

　
くらしの活動部

お弁当やおかずをお届けするお仕事です

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。」

商品案内
５月４週 P20

（次回6月2週　扱い予定）
※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

　　　　　今回もコモの毎日クロワッサンを注
文されていたんですね。どのように食べている

んですか？
　　　　　　うちでは、息子がよく朝食
に食べているのよ。ラップにくるんでレ
ンジで 20 秒くらい温めるとふんわりし
て食べやすくなるのよ。そのままでもい
いし、切り込みを入れて中にハムやたま
ごをはさんでもおいしく食べられるよ。

組合員　さん

担当者

コモの毎日クロワッサン
20個

恵
那
中
津
支
所
の

組
合
員
さ
ん

1,100円
税込　1,188円

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

(日曜休み )
コープぎふ
葬祭サービスお申し込み

お墓の相談会
日　時：5月28日（土） 10：00～１２：00

参加申込み：5月25日（水）迄に
　　　　　　下記の連絡先へお申込みください

会　場：各務原支所　会議室（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
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：須藤石材（株）（葬祭サービス提携社）
　　　　　葬祭サービス担当

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（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・回数・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

生協で訪問介護の
お仕事してみませんか？

　　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）

　　コープぎふ
訪問介護ステーション各務原

（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

　　
訪問介護ステーション各務原

☎担当

お問い
合わせ

幅広い年代の方が活躍中!幅広い年代の方が活躍中!幅広い年代の方が活躍中!

ヘルパーさん大募集

•カロリーや塩分を考え、バランスのとれた「食事」（お弁当・おかず）をお届けいたします。
• お届けする際、お召し上がりになっていない等
の異常が見られた場合、ご希望の方には関係者
（ご家族など）にご連絡いたします。
• ご高齢者、おひとり暮らし、ご家族の入院時や退
院後等、食事の準備が困難な方などにも、豊か
な食生活を提案いたします。

夕食をお届けしながらコミュニケーションを深め、地域
の人と人、社会をつなぐのが「コープの夕食宅配」です。夕 食 宅 配

（※一部お届けできない地域がございます。）
岐阜市、大垣市（上石津除く）、安八町、各務原市、羽島市、瑞穂市、本巣市、本巣郡北方町、
羽島郡岐南町・笠松町、旧関市、美濃市、加茂郡富加町

お届けエリア

　　　0120-278-752 受付/9：00 ～17：30
（日曜休み）

多治見支所
担当：大山・谷井
多治見支所
担当：大山・谷井

お問い合わせ
お申し込み

４月11日に開催したカフェには６名の参加がありました。飲み物を飲みながら、
お菓子を食べながら「UVビーズストラップ」を作って楽しくおしゃべりしました。

日時：5月23日（月）　10:30～12:00
場所：白鳥神社社務所（土岐市鶴里町柿野2240）
※ 参加費は無料ですが、材料代としてUV「ビーズストラップ」は100円、「ひょうたんランプ
シェード」は３００円が必要です

「第２回れんげカフェ」開催のご案内
～　くらしのおしゃべり会　～

詳しくは5月9日発行の
チラシをご覧いただくか、
生活サービス事業部へ
お問い合わせ下さい。

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

（祝日含む）/土日曜休み
東海コープ事業連合
生活サービス事業部

お問い合わせ
ご注文は

期間
限定！

※ 犬・猫のふん尿・毛付は別途料金がかかります。

％OFF％202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020
5月9日㈪～6月10日㈮まで

丸ごと

キャンペーン受付期間

ふとんは、しまう前に　　
　洗いましょう！

今回は「UVビーズストラップ」に加え「ひょうたん
ランプシェード」も作れるよう材料を用意します。ご
自身のアクセサリーや子どもさん、お孫さんへのプ
レゼントとして作ってみませんか？
お茶菓子と飲み物を用意して、みなさんのお越しを
お待ちしております。お友達お誘い合わせのうえご
参加ください。

商品案内
５月４週 P27 　　　　　　このハンバーグおいしいね！　

状況に応じて好みの大きさに手でちぎって使
えるからいいよ！　またこのハンバーグに小さ
な角切りチーズを埋め込んでチーズハンバー

グにしたり、ちょっとしたアレンジが
できるの。
焼くだけで簡単なのに、味が良くて
手作りっぽい感じなのがいいの！

飛
騨
支
所
の

組
合
員
さ
ん

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回6月2週　扱い予定）

648円
税込　699円

360ｇ（４枚）凍 648648
北海道ビーフハンバーグ

498

組合員　さん

346

９６０円もおトク
税込3,840円！

羽毛掛けふとんシングル
税込4,800円が

楽しくおしゃべり
しませんか

コープぎふ
夕 食 宅 配 　　0120-372-560 受付/10：00 ～17：00

（土・日曜休み）
コープぎふ
夕 食 宅 配

お問い合わせ
お申し込み

明るく元気にお仕事をしていただける方をお待ちしております！

コープの夕食宅配
サポーターさん募集

人とコミュニケーションをとるの
が好きな方、「こんな働き方でも
大丈夫？」など、まずはお気軽に
お問い合わせください。　
お仕事の内容を説明させていた
だきます。

若干名募集人数

　要普通免許、車両持込（自
家用車）できる方・要携帯電話・年齢不問
※ 乗りなれたご自分のお車でのお仕事
になります。

募集条件

　（販売委託業務）
夕食宅配サポーターとして、コープ
ぎふと販売委託契約を結びます。

契約形態

　コープの夕食宅配
夕食弁当（お弁当・おかず）をお届けする
お仕事です。

仕事内容

　（午後からの時間に
　　　お仕事ができます）

月曜日～金曜日の5日間
（土・日・祝日・年末年始はお休みです）
※ １３時頃～１８時迄のご都合の付く数時間
　で夕食をご家庭にお届けします。

曜日・時間

配達エリア 　
各務原支所：各務原市内
岐阜南支所：岐阜市内、羽島郡、 羽島市内
中濃支所：関市内、美濃市内、富加町内

委託料 　販売額に応じて料率を
定めた委託料をお支払いします。

たと
えば


