
はぐくみ自慢の「産直若鶏」を学んで食べる♪

10:00～		岐阜アグリフーズ　集合
	 会社紹介／はぐくみ自慢の説明・商品試食
													(産直若鶏・奥美濃古地鶏)
11:00～	親子料理交流会
	 若鶏のケイちゃん
												(しょうゆ味・ピリ辛みそ味・塩味)
12:00～	終了　　解散

募集期間

募集部門

参加資格

参加方法

日　　時

集合場所
（応募多数の場合は抽選とし、結果を
ご連絡します。）
※�参加者確定後、詳しいご案内をお
届けします。

※�お預かりした個人情報は、本交流
会の連絡のために使用します。

※エプロン・三角巾・マスクを持参
してください。

10組　
（乳幼児の参加はご遠慮ください）�

募集人数

開催内容
（予定）

締め切り	

8月6日(土) 
10：00～12：00 (現地集合・現地解散)

7月4日(月)〜10月3日(月) 

10月16日(日)

岐阜アグリフーズ株式会社
岐阜県山県市高富２２７番地４
アクセス：＜車＞東海北陸道　関ＩＣから約１５分　

7月30日(土)

商品探
検隊 産直若鶏・岐阜アグリフーズ見学交流会

セラミックパークMINO
岐阜県多治見市東町4-2-5

動画審査を通過した
【オリジナル部門】【フリー部門】による

パフォーマンス

主催：コープぎふ
協力：FM	GIFU

お問い合わせ ☎0584-83-0180
（エフエム岐阜・コープぎふダンスコンテスト係）

みんなあつまれ！  ハッピーダンスコンテスト ２０１6コープぎふ
presents

http://www.fmgifu.com/dance

その他の詳細は
「ダンスコンテスト特設ＷＥＢサイト」にて！

コープぎふオリジナルソング

「ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ 

ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ」

に乗って踊ろう!

参加費
無料

参加費
無料

岐阜県内にお住まい、または職場・学校が岐阜県の方
３名～１０名のチームでご参加ください。（動画部門は何名でもＯＫ）

1.�FM�GIFU特設WEBサイトより仮エントリー
2.�後日ダンス動画（1番のみ）を、特設WEBサイトに
　�アップロードまたは郵送して本エントリー完了
3.�実行委員会による動画審査
　（再生回数も得点になるので早めのエントリーを！！）
4.�選ばれた各部門の代表チームにより、
�����10月16日（日）決勝大会を開催

【オリジナル部門】�コープぎふオリジナルダンスを
　　　　　　�　　覚えて楽しく踊ろう！�
【フリー部門】�技術で勝負！�振り付けアレンジ自由。
　　　　　　�ダンスチームでオリジナルの振り付けもOK!
【動画部門】�振り付けはオリジナルorアレンジどちらでもOK!
　　　　　�決勝大会に参加できなくてもエントリーできます。

決 勝 大 会

動画エントリー
募集中！

受付/9:00～18:00（日曜休み）
0120-706-887コープぎふ

コープベル
お問い合わせ
お申し込み

       グランプリ
商品券3万円分
※動画部門はグランプリのみ（商品券2万円分）

       準グランプリ
商品券1万円分
その他、各種特別賞もございます！

入賞賞品

FM GIFU ラジオ出演
全員に金メダル

全員に銀メダル

オリジナルソング・ダンス見本動画は、下記WEBサイトにて公開中！！

コープぎふハッピーダンスコンテスト 検 索

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

7月18日（月）〜7月23日（土）配布

2016年8月1週 31号
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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

へぇ～　　
どうやって作るんですか？

これ、すごく美味しいよ！
おにぎりにするの

フライパンに油をひいて
炒めて、味をつけて
ご飯と混ぜるだけよ！

そうでしょ？
すごく美味しいから
やってみて

めずらしい
ですね

北海道
 ミックス
   ベジタブル 北海道

 ミックス
   ベジタブル

北海道
 ミックス
   ベジタブル

北海道
 ミックス
   ベジタブル

しおコショウ カレー

好みの
味付けをする

まぜておにぎりに！

なるほど～！
野菜をおにぎりで
食べられるのは
いいですね

色々な
使い方が

あるんですね！

多田
多田

多田

co・op
co・op

co・op

おいしい通信

生協のライフプランアドバイザーによる

可児

美濃
川合

名鉄
新可児
名鉄
新可児

至関至関

至川辺至川辺 至古井至古井

可児
市役所

銀行

至鵜沼至鵜沼 御門町御門町

島町島町島町島町

新太田橋新太田橋

今渡駅前今渡駅前

土田東山土田東山 名鉄広見線名鉄広見線

可児文化センター可児文化センター

禅台霊苑
バイパスバイパス

至多治見至多治見

禅台寺禅台寺 公民館公民館

徳野南徳野南
南消防署南消防署

可児
市役所

銀行

田白田白

至多治見至多治見

太 田線
太 田線

41

248

21

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

葬祭サービス

生活サービス事業

毎週玄関先にお届け
している商品の置き
方や場所は大丈夫で
しょうか。
日頃ご利用いただい
ているコープぎふの
お店へのご意見もお
待ちしております！

ハガキにご記入の上、８月中旬までに共同購入の担当者、
店舗サービスカウンターにお渡しいただくか、ポストにご投
函ください。下記QRコード又はコープぎふホームページ
からもご意見を受け付けています。

商品案内８月１週・Ｐ37 698

※�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　8月3週） 職員より

コメント
ツナを混ぜたりキノコを混ぜたり、 アレンジが広がり
ますね♪

57
多治見支所

の組合員さん
より

324円
税込　349円

　北海道
ミックスベジタブル

400ｇ凍

※�今週配布のチラシにて、枚数限定企画をご用意しており
ます。詳しくは今週配布の『ふとん打ち直し』チラシを
ご覧ください。※写真はティアラ一層式　羽毛掛ふとん（青柄）

ふとんの中の汚れを洗い落とし、
生地を張り替えることにより、ふと
んが生まれ変わります！
夏の間は使わないふとんを打ち直
してみませんか？
羽毛ふとんも綿ふとんも打ち直し
できます。

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

（祝日含む）/土・日曜休み
お問い合わせ
ご注文は

ふとんの打ち直し

保障の個人相談会
相談無料

日　　程 会　　　場

8月　5日（金） 各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

8月　9日（火） 多治見支所（多治見市旭ヶ丘10-6-100）

8月11日（木） 多 治 見 店
（多治見市京町4-109）

8月12日（金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）

8月13日（土） 飛 騨 支 所
（高山市石浦町6-20）

8月16日（火） 中 濃 支 所
（関市西本郷通り6-4-6）

8月17日（水） 可 児 店
（可児市下恵土2817-1）

8月18日（木） 尾 崎 店
（各務原市尾崎西町5-30）

8月19日（金） 恵那中津支所（恵那市東野字山の寺1261）

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

コープぎふ
コープベル

受付/9：00～21：00
（日曜休み）　0120-706-887お問い合わせ

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。

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

組合員ＬＰＡまたは
コープサービス東海職員

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。

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。

日　時：8月 6日（土）･7日（日）
　　　９：００～１２：００
場　所：禅台霊苑（可児市下恵土2838）
　　　　☎0574－61－0737
　　　　※右記の案内図にてご確認ください。

内　容：霊苑内見学（墓所、施工済みのお墓等）
　　　　お墓、墓地についてのなんでも相談

対　応：須藤石材㈱　（葬祭サービス提携社）

参加申し込み：8月3日（水）迄に下記の
　　　　　　　連絡先へ

禅台霊苑見学・相談会

禅台霊苑外観

当日の参加も

大歓迎です。

☎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

須藤石材㈱（葬祭サービス提携社）の協力により、
可児市の禅台霊苑（須藤石材㈱管理）見学・相談
会を開催いたします。数年先にお墓を建てる予定
のある方、すでに建てられたお墓の改修や移転を
お考えの方は、この機会に霊苑内を見学し、
提携社に気軽に相談してみませんか。　

わが家の
声カード

携帯やスマホからは右に記載の
QRコードをご利用ください。

みなさんの声を
お聴かせ
ください！

出資配当金案内（薄いグリーンの封筒）に同封して
「わが家の声カード」をお届けしました！ 

コープぎふはみなさんの声を事業に活かすため、
お一人おひとりの意見を聴く取り組みを行ってい
ます。
日頃生協を利用しながら感じておられる商品や

利用方法、対応等へのご意見ご要望など、何で
もお聴かせください！


