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5月16日（月）〜5月21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

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

受付／9:00～17:00（土・日曜休み）

受付／9:00～17:30（土・日曜休み）

受付／14:00～16:00（月～金曜日）

☎058-370-6873

☎058-370-6875

☎058-242-9816

コープぎふ くらしの活動部　高橋・錦見

コープぎふ 経営企画部

岐阜県母親連絡会

ｅメール gifukenhahaoya@lion.ocn.ne.jp

生
い の ち

命を生みだす母親は　生命を育て　生命を守ることをのぞみます

8００円

会　場

参加協力券

申し込み

（中津川市馬籠4797-230）
馬籠ふるさと学校・まごめ自然休養村センター

不要 ※託児あります

6月5日（日） 分科会　10：00 ～ 12：15
全体会　13：30 ～ 16：00日　時

『子どもは「育ちなおし」の名人！』
　〜みえますか、子どものシグナル〜

日　時 場　所 タイトル（内容など） 年　齢 参加費

6月  5日（日）
　13：30 ～
　　　　 16：15

岐阜市
長良川
スポーツプラザ2F

独身で真剣に
出会いを探している方

男27〜39歳位
女25 〜39歳位

各25名

男4,900円
女   900円

6月11日（土）
　19：10～
　　　　 21：30

岐南町
マンマ・ミーア

初参加大歓迎!
男女30代限定

婚活ディナーＰａｒｔｙ

男30〜39歳位
女30〜39歳位

各15名

男5,900円
女1,900円

6月18日（土）

　11：45～
　　　　14：30

多治見市
オステリアエバール

・セルバチコ

ちょっとリッチな
大人のランチ婚

男30〜45歳位
女30〜45歳位

各5名

男5,000円
女5,000円

コープぎふは岐阜県が運営している「ぎふ・婚活サポート
プロジェクト（以下コンサポ・ぎふ）」の登録団体です。　
同じ登録団体の方々と連携して組合員のみなさんにご案内
させていただきます。

詳細についてはスマホやパソコンから　コンサポぎふ　
で検索してください。　参加条件や応募状況などは企画
ごとに違います。お申し込みの際には注意事項（キャン
セル時の対応など）をご確認いただくようお願いします。

婚活サポート情報
～　定期的に掲載しています　～

2016年
第　59　回 岐阜県母親大会 in中津川

コープぎふは「ぎふ献血サポーターズクラブ」に加入し献血推進活動
を応援しています。少子高齢化により献血可能人口が減少する中、
輸血用血液の使用量は増加傾向です。血液が必要な患者さんを救う
ため、皆様の献血へのご理解とご協力をお願いします。

献血のお知らせ（400ml献血）
～Give Blood Save Life ～

5月29日（日）
10：00～13：00
14：00～16：00

（恵那市長島町中野2-5-1）
恵那店コープ

ぎ　ふ
検索岐阜県赤十字血液センター

献血について詳しくは

ご協力を
おねがいします。コープぎふ会場

記念講演

広木克之さん講談師
（神戸大学名誉教授）
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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

中華丼中華丼 co・op

ちゃんと塩味がついてるし、
具もぜんぶ入ってるから、ご飯に
のせるだけ！簡単にできるのよ♡

休日の主婦は
あんまり料理したくないのよ。
これがあれば助かるワ！

この中華丼の具
とっても美味しいのヨ！

へぇ～
お気に入り
なんですか？ ホント

ですね！へぇ～

とっても手軽♪

co・op co・opco・op
神戸 神戸 神戸

おいしい通信

生協のライフプランアドバイザーによる

詳細については担当者か最寄の支所・センターまでご連絡下さい。

葬祭サービス

生活サービス事業

福祉事業部
住　宅

営業マン主導で家作りをしたくないあなたは

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コープハウジング東海

商品案内６月１週・Ｐ34 649

※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回予定　6月5週） 職員より

コメント
急いでいる時の一品、お子さんの夜食に…　準備してあると安心ですね。
かた焼きそばにかけても美味しいですよ。

49信 4949

（180g×２）360g凍
中華丼の具（塩味）

498円
税込　537円

岐阜西支所の

組合員さん
から

保障の個人相談会
相談無料
日　　程 会　　　場

6月　3日（金） 各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

6月　7日（火） 多治見支所（多治見市旭ヶ丘10-6-100）

6月　9日（木） 多 治 見 店
（多治見市京町4-109）

6月10日（金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）

6月11日（土） 飛 騨 支 所
（高山市石浦町6-20）

6月14日（火） 中 濃 支 所
（関市西本郷通り6-4-6）

6月15日（水） 可 児 店
（可児市下恵土2817-1）

6月16日（木） 尾 崎 店
（各務原市尾崎西町5-30）

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
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お問い合わせ

お申し込み

※ 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。

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

組合員ＬＰＡまたは
コープサービス東海職員相 談 員

保障保障のの個人相談会個人相談会

6月　

6月　組合員ＬＰＡまたは
コープサービス東海職員相 談 員

生命・医療・がんなど、保障
に関することの相談に、専門
の相談員が安心・納得のお手
伝いをします。

参
加
者
の
声

保障について自分なりに考えていたつ
もりでしたが、今回いろいろな面から
教えて頂き、将来の不安が少し軽くな
りました。ありがとうございました。

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）

コープぎふ
葬祭サービス

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
6月　2日（木）10：00

～
12：00

岐阜西支所（　岐阜市西河渡1-55　）
6月　8日（水） 西 濃 支 所（　大垣市古宮町字丸池129-1　）
6月16日（木） 大洞虹の家（　岐阜市大洞緑山1-1-5　）

遠く離れたご家族へいつものコープ商品を
お届けしませんか！
　共同購入商品案内の掲載商品からご注文いただいて、ご指定のお届け先に生
協から直接発送するしくみです。
・ 荷造りから発送まですべて生協が行うので簡単です！
・ 共同購入注文時に、専用の注文用紙にお届け先や商品名・数量を記入し、提出
していただけばＯＫ。

※冷蔵品など一部発送出来ない商品もございます。※お申し込みは、通年受付しております。
※ 詳しくは5月16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ください。

ティアラ　
一層式羽毛掛ふとん
　　　　　

※写真は、イメージです。

ふとんの臭い・汚れが気になり
ませんか？
打ち直しをすることで、
ふとんが生まれ変わります！
ふとんをしまう時期にあわせて
打ち直しをどうぞ。

羽毛ふとんも
綿ふとんも
打ち直しできます。

サービス事業部へお問い合わせください。※写真は、イメージです。

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

（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

羽毛ふとんも
ふとんの打ち直し

＊ カタログはコープぎふにご登録の住所に郵送でお届けします。

＊ 共同購入、宅配、ス
テーションご利用
の方はＯＣＲ用紙
に下記の注文番号
と数量をご記入く
ださい。
　 （e－フレンズ、電話注
文センターでも受け
付けております）

＊ 店舗でご利用の方は下記お問い合わせ先まで直接申込下さい。

コープぎふ　訪問介護ステーション
　　　　　　各務原　担当　佐賀

受付/ 9:00～
　17:30（月～土）　　0120-414-294

※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

コープぎふ
　　　　　　各務原　担当

お問い
合わせ

2016年度版が
　できました
2016年度版が
　できました

福祉用具販売カタログの
　　　ご案内

＊ 共同購入、宅配、ス

　 （e－フレンズ、電話注

　　　ご案内　　　ご案内

注 文 番 号 商 品 名
4998 　生協福祉用具販売カタログ 無料

A4
・
カ
ラ
ー

　

全
50
ペ
ー
ジ

新築１年生のための、
　　　　わかりやすい講座です。

1．コープだからできる住まいづくり
　　一級建築士と進めるオリジナルな家のつくり方
2．おトクな減税・給付金・特例、長期優良住宅とは？
3．コストダウンの方法
4．建築士に何でも聞ける、個別質問タイム

営業マン主導で家作りをしたくないあなたは

新築スタート講座　から

株式会社
コープハウジング
東海　ぎふ支店

お問い合わせ
お申し込み

0120-706-866 定休日 毎週木曜日

参加された組合員さん
からの声

午前10：00
　　～12：00は、
不動産相談会・
リフォーム何でも
相談会を開催し
ます。
（参加費無料）

13:00～ 16:00
日　時 5月28日（土）
会　場 コープぎふ本部会議室

（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

参加費 １家族500円

二日前までに
　お電話にて
　ご予約下さい。

日前までに日前までに
要予約

　　自分のなかにない知識や
視点を具体的に知る事が出
来た。 大変良い資料が多く
入っていた。
　　新築を考えていたけれど、
知識が全くなかった。 展示場
などへ行って、 雑誌や本を読
んでいたが、 情報が多くて飽
和状態だった。 色々と詳しく
知る事ができました。 細かく
教えてくれてよかったです。


