
総代になりませんか ～くらしからの声をたくさん交流しましょう～

・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　
　　

【受付期間】
　９月13日（火）～10月3日（月）
【 資　 格 】
　2016年8月20日現在で組合員の方
【 任　 期 】
　１年間（2016年11月～2017年10月）
【申込み】
　右記 支所にお電話頂くか、配達担当者・
　店舗サービスカウンター職員にお問い合わせ下さい。

2017年6月13日（火）予定

【6月】

「2016年度すすめてきたこと」
や「2017年度にすすめていくこ
と」などの議案が、総代の賛否に
より決定されます。

【11～12月】

・ 総代の役割や総代会までの流れ
がわかるような説明や交流をし
ます。

・ 2016年度にすすめてきたことの中
間報告と、ふだんのくらしの中で感
じていることなどおしゃべりします。

受付時間／9：00～17：30（日曜休み）

県内で500名の方が 総代になっています。

総代さん
からの声

お問い合わせ

立候補・推薦の方法等について

2016 2017

【4月】

６月に行われる総代会の議案書
（案）をもとに、2016年度す
すめてきたことや、2017年度
は「こんなふうにしたい」とい
うことを話し合います。

～地域ごとに開催～～地域ごとに開催～

立候補・推薦の方法等について
第18回通常総代会　会場の様子

その他、総代さんが交流できる機会を検討しています。

地域ごとに開催

第1回
総代会議で
聞いた声が
載ってる！

すごい熱気！
みんなの願いが
いっぱい！

商品お試しモニターとは、生協商品を食べてみて、使ってみて、簡単なアンケートに答えて
いただく事で、商品を組合員さんに知っていただきお伝えする取り組みです。

注文番号 3958

商品お試しモニターとは、生協商品を食べてみて、使ってみて、簡単なアンケートに答えて

商品お試しモニター888名大募集!

コ－プぎふ
コープベル 70120-706-887コ－プぎふ
コープベル

お問い
合わせ 受付／9：00～18：00（日曜休み）

※e-フレンズ、電話注文センターでも受け付けております。

商品名 規格 お取引先名 募集人数

フィットコーヒー すらり 2.2g ×3 プリセプト 30名
おいしく彩るCa&ベジ（青汁） 3g×3 プリセプト 30名
麦若葉青汁β 2.5g ×3 プリセプト 60名
ちりめん山椒 60g ヒオキ食品 100名
　 サクッと衣♪鮭の南蛮風 210g（鮭フライ+たれ） 東海コープ（海泉ﾌｰｽﾞ） 50名
産消提携米（無洗米恵那ひかり） 450g JAひがしみの 50名
コモの毎日クロワッサン 5個 コモ 20名
もずくの極（三杯酢） 180g（60g ×3） 井ゲタ竹内 50名
　 フライパンで手軽に煮込みハンバーグソース 270g（3～4人前） 日生協（ヤマモリ） 40名
　 だし入り赤みそ 500g 東海コープ（野田味噌商店） 50名
植物性乳酸菌ラブレ りんご 80ml ×3 カゴメ 120名
旨さジューシー若鶏竜田揚げ 300g 日本ハム 100名
メープルシロップ 250g アルファフードスタッフ 24名
カレービーフン 180g ×2 ケンミン食品 24名
レンジでプチササミフライ（チーズ入り） 200g マルイ食品 30名
らくるん強粘着テープめくるんライン付 3本入 アズマ工業 10名
　 せいきょうのサラダチキン 120g 明治ケンコーハム 100名

パンケーキ
レンジで温めても、しっとりした食感でおい
しかったです。味も甘すぎず、食べやすかっ
たです。 岐阜西支所

せいきょうのサラダチキン
味つけがちょうど良く、お肉がやわらか
かった。子どもが喜んで食べていました。
 多治見支所

※お届けする商品のご指定は出来ません。ご了承ください。

商品はお任せと
なります！

モニターさんの声
アイスモナカ
さっぱりとしたミルク味で夏にぴった

りです。手が汚れず子どもでも食べやすいです。
 中濃支所

　　　　　　9月5週（39号）のOCR注文用紙の４桁
注文欄に注文番号と注文数を「１」と記入してください。
応募方法

　　　　　　　　　　　　　　　お申込み多数の場
合は抽選の上、商品のお届けをもって当選とさせてい
ただきます。商品のお届けは10月2週（41号）(10月
10日～10月15日 )で、この週にご注文のある方が対
象になります。お預かりした個人情報は商品モニター
の確認 ･連絡のために使用します。

当選のお知らせと商品のお届け

2016年9月5週 39号

9月12日（月）～9月17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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※　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

住　宅

葬祭サービス

くらしたすけあいの会

昨年行われた【鮭のおろし方交流会】
のようす（多治見支所）

くらしたすけあいの会では定期的に「おしゃべり会」を開催しています。
参加費無料　事前申し込みも不要です。お気軽に覗いてみてください。

お一人でも、お友達と一緒でも、ちびっ子もママも！　くらしの様子やちょっとした困りごと、
こんなことやってるよ、こんなことやりたいな
ど楽しく話しています。

毎年楽しみにしているわ。
身はバター焼きや塩焼きに
して、いくらは
しょうゆ漬けにするわ。
すぐに食べちゃうから
もう一本ほしいぐらいだわ。
（多治見支所の組合員さん）

今回限り！

商品案内９月５週・Ｐ３ 035

ＣＯ・ＯＰ共済ニュース

受付/9：00～18：00　（日曜休み）
0120-161-913

コープ共済センター
お問合せ

K-69485-1608

豆知識
〜敬老の日編〜

〈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。
生活協同組合（生協）は、お店や宅配な
どでくらしに貢献しています。

残暑の厳しい時期ですね。
お加減はいかがですか。
９月は敬老の日があります！
長生きにちなんだ豆知識を
ご紹介します。
日本人の平均寿命を
ご存知ですか？

男性80.21歳　女性86.61歳です。
（厚生労働省「平成25年簡易生命表の概況」より）

CO･OP共済には一生涯の保障があります。
不安なく老後の生活を送るために保障について一緒
に考えませんか。お気軽に下記フリーダイヤルまで
お電話ください。

　ＯＣＲ（　　）はご注文がない時も×（バツ）でご提出ください注文
用紙

　何らかのご都合でお休みされる場合
には、OCR注文用紙（裏表）全体に大きく
×(バツ)を記入し、ご提出いただきま
すようご協力お願いいたします。
　「ご注文忘れ」かどうか、確認させて
いただくため必要となります。

【
お
願
い
】

4,572円
税込　4,937円

鮮魚

秋鮭１尾
（メス）

切身にして食べたよ。イクラも入っていたから、
イクラごはんにして、とても美味しかった。
娘にも分けてあげたよ。
　　　　　　　　（岐阜南支所の組合員さん）

※�スチロールケースで
　お届けします
※�おろし方、いくらしょうゆ漬けの作り方の説明書付き
※身は必ず加熱してお召し上がりください

相談無料
予約制

小さな修繕から、耐震補強、リフォームほか、お住まいのお
困りごとは、提携工務店にご相談ください。お一人1時間ほ
どです。ご予約ください。

図面や写真など詳しい資料をお持ちいただくと、より具体的なお話が出
来ます。
なお、当日は店頭で、専門業者がご相談を承ります。(こちらは予約不要で
すので、お買い物のついでにお気軽にご相談ください。)

相談会会場（予約制） 日　程 店頭での相談内容（予約不要）
ながら虹の家
（岐阜市福光南町12-9） 　9月24日(土)（長良店にて）畳・襖・障子相談木製（テーブル・家具・おもちゃ）の塗装補修相談
(提携業者ショールーム)
サンホーム大垣店
（大垣市静里町165）

　9月24日(土) シロアリ・不快害虫相談

尾崎店
（各務原市尾崎西町5-30） 10月　1日(土) 屋根・外壁相談

大洞虹の家
（岐阜市大洞緑山1丁目1-5） 10月　8日(土)

（芥見店にて）水廻りやフローリングの汚れなど
のお悩み解消『コーティング』相談

受付/ 9:00～17:45
（木曜休み）

株式会社コープハウジング東海��ぎふ支店
　　0120-706-866

お問い合わせ
お申し込み

※開催時間は全ての会場で10：00～16：00です。

住まいの
　何でも相談会お店で

開　催

※参加時には受付にて「コープぎふ組合員です」とお申し出ください。
日　程 開催ホール

10月 6日（木）
　 12日（水）
　 18日（火）
　 24日（月）
　 30日（日）

◦アスピカホール六条　（岐阜市六条大溝1-2-3）
◦アスピカホール岐阜駅前　（岐阜市金町5-30）
◦アスピカホール瑞穂　（瑞穂市別府1552番1）
◦アスピカホール羽島　（羽島市竹鼻町狐穴渡瀬562-1）
◦アスピカホール大垣　（大垣市花園町7-6）
◦アスピカホールひのき　（大垣市桧町802-1）
◦アスピカホール根尾川　（揖斐郡大野町黒野1271-1）

葬祭サービス提携社の株式会社アスピカでは、毎
月友引の日に県内7ヶ所のホールにて一斉にホー
ル内見学と葬儀事前相談会を開催しています。
お気軽にご参加ください。

見学・相談
無　料

☎058-273-4949株式会社アスピカ

☎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

友引見学・相談会のご案内

参加申し込み　開催日前日までにお電話にてお申し込みください

していきませんか？！おしゃべりちょっと

☎058-370-6876くらし
たすけあいの会
事務局

受付/10：00～16：00
（土・日・祝休み）お問い合わせ

おしゃ
べり会

学　習
　会

認知能力が衰えてきたときにその人を守るためのひとつのしくみに成年
後見制度があります。成年後見制度とは？　成年後見制度を利用するには？　メリット、

デメリットは？　そして、相続や遺言について、基礎からわかりやすくお話していただきます。

①10月26日(水)�10：00～12：00　　
　奥の細道むすびの地記念館（大垣市船町2丁目26番地1）
　　　「知ることからはじめよう！　相続・遺言、成年後見制度」
　　　　　　　　　　　　　　講　師：青木文子さん（司法書士）
②１１月８日(火)�10：00～12：00　　
　関市文化会館�第２個展室　（関市桜本町2-30-1）
　　「あなたの『終活』を考えよう！　相続・遺言、成年後見制度」
　　　　　　　　　　　　　　講　師：青木文子さん（司法書士）
主催：NPO法人ぎふ市民協・コープぎふくらしたすけあいの会

参加費無料、当日受付

日　時　10月3日(月)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）
笑って元気に！　今回は、はじめにラフター
ヨガ（笑いヨガ）の体験をします。
長良店でのお買い物のついでに覗いてく
ださい。

Ｇサロン

どなたでも

どうぞ!

卵が詰まった秋鮭を１尾まるごとお届けします！

日　時　10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）

ふらっとおしゃべり

ミニたい焼きを作ります。好評！


