
ご近所さんと

配達のあとで

スポーツの
あとで

パーティーセット（生協商品）を無料でお届けします。

趣味の仲間と
一緒に

職場の
休憩時間に

配達のあとで

おしゃべりはくらしのエネルギー ～この秋、笑顔と元気を～

予告！ パーティーセットを囲んで楽しくおしゃべりしましょう！

３人以上集まってお申し込みいただくと、

店 

舗

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！

お申し込み
期間

お申し込み・お渡し期間

お届け期間

10月　3日（月）～10月15日（土） 10月10日（月）～10月23日（日）

10月10日（月）～10月 22日（土）
※セット内容が変更になる場合があります。

共
同
購
入

コープぎふ
くらしの活動部☎058-370-6873 コープぎふ
くらしの活動部お問い合わせ 受付/9:00～17:00

（土・日曜休み）※ 共同購入は次週申込書を配布します。
※ 申込書の提出とあわせてOCR用紙への記入（またはｅ－フレンズでの申し込み）が必要です。

実施のスケジュール

※店舗は10月3日(月)からサービスカウンターにてご案内チラシを配布します。
　　　　10月10日(月)から受け付けと同時に商品セットをお渡しします。

セット品は
無料です

おしゃべりパーテ
ィー

おおおおおおししししゃゃゃゃゃゃゃゃゃゃべべべべべべべべべべべべべべべべりりりりりりりりりりりパパパパパパパパパパパパ
予告！予告！

おしゃゃゃゃべべべべべりりりりパパパパパ
みんなで楽

しく！ おしゃべりはく
らしのエネ

ルギー。元気の
もとになり

ます。毎年秋に
おしゃべり会

の開催をよびか
けて、今年で

11年目。おしゃ
べりがはず

むように、パー
ティーセッ

トで応援します
。

おしゃべり
　パーティーって

何？

2016年10月1週 40号

9月19日（月）～9月24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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生活サービス事業

葬祭サービス

くらしの活動部

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

商品案内
10月 1週 P41 　　　　　　　このこんにゃくは、味のし

み方が良いね！　すごく美味しいよ！　
おでんに使うなら普通のこんにゃく
でもいいけど、煮物にはこれが最
高だわ。

　　　　　あく抜き不要だから、
使い勝手もいいですよね。

（次回１０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。

商品案内
10月 1週 P22 　　　　　　　この商品、一枚一枚ラップしてあ

るのも嬉しいし、バラ凍結で便利。
これを使ったわが家の自慢レシピは…アルミ
ホイルに、もやしと玉ねぎスライスを下に敷
いて、1.5cmくらいに切った半解凍のサバ
をのせるの。塩、コショウかけて、味付みそ
とマヨネーズを混ぜたものを上から更にかけ
て、オーブンで焼くの。トッピングでとろけ
るチーズをのせてもいいわね。

中
濃
支
所
の

組
合
員
さ
ん

岐
阜
南
支
所
の

組
合
員
さ
ん

組合員　さん組合員　さん

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回予定　毎週）

下呂波こんにゃく
865

骨取りサバ三枚おろし
220ｇ蔵 115円

税込　124円

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、手続
きに関わる手数料200円をご負担いただ
き、また一時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
ふとんの打ち直し

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！

※一年を通してお申し込みいただけます。
※�詳しくは生活サービス事業部へお問い合わせください。 画像はマーカス

東海コープのホームページにてチラシをご覧いただけます。
インターネットからのお申込みも可能です。(24時間受付)

東海コープ　ふとん打ち直し

生協のライフプランアドバイザーによる

保障の個人相談会 相談無料

日　　程 会　　　場
10月　4日（火）多治見支所（多治見市旭ヶ丘10-6-100）

10月　6日（木）多 治 見 店
（多治見市京町4-109）

10月　7日（金）各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

10月　8日（土）飛 騨 支 所
（高山市石浦町6-20）

10月11日（火）中 濃 支 所
（関市西本郷通り6-4-6）

10月12日（水）可 児 店
（可児市下恵土2817-1）

10月13日（木）尾 崎 店
（各務原市尾崎西町5-30）

10月14日（金）岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）

10月15日（土）芥 見 店
（岐阜市芥見南山3-2-17）

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

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

コープサービス東海職員
　または
組合員ライフプランアド
バイザー

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。

提携社の新たな葬儀会館が
養老郡養老町にオープンしました！

☎058-370-6038コープぎふ葬祭サービス 受付/9：00～17：00
（日曜休み）

株式会社　ふなやす 　0120-46-3031お問い
合わせ

公営斎場、自宅、集会所、
寺院でのご葬儀も
承ります。

※�会館見学、事前相談、葬儀費用の
見積りにも随時対応いたします。
ご希望の方は下記の問い合わせ
先にご連絡ください。

9月18日（日）

【会館名】　ティアふなやす
【住　所】　養老郡養老町
　　　　　瑞穂508番地

　コープぎふ
くらしの活動部　錦見☎058-370-6873 受付/9:00～17:00

( 土・日曜休み )
お問い
合わせ

日　時 場　所 タイトル（内容など） 年　齢 参加費

10月23日（日）
14：00～16：15

ソフトピアジャパン
12F　レセプション
ルーム

２０代中心恋活
　初参加男性優先
　　　　スイーツコン

男22～34歳
女20～32歳
各25名

男4,900円
女900円

10月29日（土）
14：00～18：00 関商工会議所

ＳＥＫＩで愛コン
～　ハロウィンパーティー

へようこそ　～

男20～45歳
女20～45歳
各40名

男4,800円
女2,800円

10月 30日（日）
14：00～16：15

長良川スポーツ
プラザ2F

気軽に恋活・婚活
　初参加男性優先
　　　　スイーツコン

男27～ 39歳
女25～ 39歳
各25名

男4,900円
女900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
します。

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

411

担当者

どきドキ レシートクーポン券
9月1日㈭より組合員さんのお店でのご利用金額を加算し、10,000円を
超えるごとに5％オフクーポン券を、１枚レジで発券しています。
お会計時には、組合員カードのご提示をお願いいたします。

更に、10月から各クーポン券をお受取りいただくために…
お誕生日の登録をお願いいたします。
（9/15より、お誕生日の登録をいただいております。）

お誕生日を迎えた組合員さんにお誕生日には

60歳以上の組合員さんにほほえみデーには

5％オフ
クーポン券を
お渡しいたします。

320g（３枚）凍 トク
だね 398円

税込　429円

この秋スタートの新サービス


