
「NPOハンガーフリーワールド」が行う飢餓のない
世界を創るための支援キャンペーンに今年も参加
しました。ハガキや切手などを専用封筒に入れて送
付いただくこの取り組みで、支援の輪を広げること
ができました。ご協力ありがとうございました !

コープぎふの支援金額は
420万156円となりました。

キャンペーン名 第15回書き損じハガキ回収キャンペーン
提供いただいた品 書き損じハガキ・切手・商品券など
取り組んだ期間 2016年2月～5月（今年のキャンペーンは終了しています）
収益（換金額） 全国…1億5,021万5,692円　コープぎふ…420万156円
参加者（団体） 企業団体…141組織（内生協は45生協）　個人…9万5,981人

支援先・内容 国……バングラデシュ、ベナン、ブルキナファソ、ウガンダ
支援…栄養不良改善、栄養指導、農業指導、教育、職業訓練等
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　父が昨年天寿を全うしました。その折、「古切手を役に立ててく
れ…」と頼まれていましたが、その術がわからず今に至っていま
した。この度、生協より古切手の活用ができることを知りました。
父の気持ちをお届けできてホッとしています。どうかお役立てい
ただければと思います。よろしくお願い申し上げます。 草々

ハガキ1枚で ･･･ 栄養粥1食、ハガキ3枚で…赤ちゃんの入院費1日分に相当します。
来年も1月末にご案内をしますので引き続きご協力をお願いいたします。

西アフリカ・ブルキナファソ
母と子の栄養改善支援

アライダシ原生林
エコトレッキング・秋

お問い合わせ
お申し込み

受付/9:00～18:00（日曜休み）

http://www.coop-gifu.jp/

コープぎふ
恵那中津支所 
担当：大山

コープぎふ （HOME→くらしの活動）
※ 募集要項等はコープぎふのホームページからもご覧いただけます

70120-256-830

参加者
募集中！

主  催：生活協同組合コープぎふ／協  力：NPO法人福寿の里自然倶楽部

日　時

場　所

参加費

定　員

締　切

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

☎
コープぎふ　くらしの活動部お問い

合わせ

10月29日（土）
8:50集合～15:00頃解散予定

アライダシ自然観察林（恵那市上矢作町地内）

1,500円/人（中学生まで）、2,000円/人（大人）
※参加費には、ガイド料・入山料等が含まれています。

20名（申し込み多数の場合は抽選となります。乳児の参加はご遠慮下さい）
※参加者確定後、詳しい案内をお届けします。昼食・飲物は各自持参ください。

10月15日（土）

2016年度 書き損じハガキ
回収キャンペーンのご報告

2016年
11月30日
締め切り

2017 年度福祉活動助成基金募集開始！
福祉活動助成基金は、コープぎふの組合員が参加する岐阜県内での非営
利的な福祉活動（事業・活動・研究）を資金面で応援するための基金です。
この基金はコープぎふからの拠出金と組合員から寄せられた福祉募金か
ら成っており、2006年の制度開始以来、これまでに、156団体、約 2,836
万円の助成を行ってきました。今後もコープぎふの組合員の活動や事業
との関わりを深めながら、地域の福祉活動の応援をしていきます。

助成対象は以下の事業です。
1.  高齢者、障がいのあるもの、幼児・児童、その他住民の生活を支援する活
動、施設作り。

2.   高齢者、障がいのあるもの、幼児・児童、その他住民が住みやすい社会づ
くりという目的に沿う、「調査研究活動」「交流会、研究会、シンポジウム
開催」など

3.   前項の目的を達成するために必要な事業

共同購入注文書（OCR用紙）の注文欄に注文番号と数量（口数）をご記入ください。
「e-フレンズ」（インターネット）でご注文の方は、「注文番号で注文」の画面から、右記注文
番号と数量（口数）を入力ください。後日、商品代金と一緒に登録口座より引き落としさせ
ていただきます。

注文番号 品　名
3987 福祉募金 100円
3988 福祉募金 1,000円

「福祉募金」は、店舗でも受け付け
ております。各店舗の専用募金箱
又はサービスカウンターまでお
持ち下さい

お問い合わせ
資料請求

生活協同組合 コープぎふ 
くらしの活動部 
福祉活動助成基金事務局 058-370-6873

助成金額は総額300万円まで
Aコース（施設・建物） 1件100万円、1団体まで
Bコース（器具・備品など） 1件20万円、5団体まで
Cコース（調査研究、交流、研究会など） 1件10万円、10団体まで

助成金申請のための説明会を開催します。
10月19日（水） 10:00 西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

10月27日（木） 10:00・14:00 コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
11月1日（火） 10:00 飛騨支所（高山市石浦町6-20）

11月2日（水） 10:00 多治見支所（多治見市旭ヶ丘10丁目6-100）

11月7日（月） 10:00・14:00 コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
★説明会は1時間程度です。事前にお申し込みください。

「福祉募金」を受け付けています

助成対象は以下の事業です。

助成金額は総額300万円まで

助成金申請のための説明会を開催します。

募集要項、申請用紙はコープぎふホームページからダウンロードできます。

☎ 受付／
9：00～17：00
 （土・日曜休み）

2016年10月2週 41号

9月26日（月）～10月１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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冷凍だから、おみそ汁にも
欲しいだけ入れられるし
マーボー豆腐にしても
くずれないのがいいわ！

この、マメックスの便利とうふ
とっても気に入ってるのよ♥　

すまし汁に入れたときに、　　　　
白く濁らないのもいいわよね♥♥　

わぁ！
本当ですか？
ありがとう
ございます。

本当に便利
ですよね！

新鵜沼 ST 新鵜沼 ST 新鵜沼 ST

co・op co・op便利
とうふ

便利
とうふ

便利
とうふ

倉知
co・op
倉知 倉知

おいしい通信

葬祭サービス

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

生活サービス事業

コープのお店で
ご利用いただける

5％オフ
クーポン券を
　レジでお渡し
     いたします。

※ アレルゲンなど詳しくは
　商品案内でご確認下さい。

職員より
コメント 形が整っているので、見た目もきれいに見えますね♪

63信 6363
各務原支所の
新鵜沼ST
組合員さん

より

商品案内10月２週・Ｐ33 671

（国産大豆100％使用）
便利とうふ

328円
税込　354円

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、葬儀について考え
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
10月　5　日（水）

10：00
～

12：00

恵 那 店（　恵那市長島町中野2丁目5-1　）
10月　12日（水） 多治見店（　多治見市京町4-109　）
10月18日（火） 可 児 店（　可児市下恵土2817-1　）
10月20日（木） 益田支所（下呂市萩原町西上田1737）

ピアノ調律

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

（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

※調律作業のイメージです

組合員価格
9,800円
（税込10,584円）

乾燥剤は(別料金)2個セット
3,000円（税込3,240円）

必要に応じて
お申し込みいただけます。

ピアノの種類・大きさ・
新旧にかかわらず 一律

料金
～ピアノ販売会のおしらせ～
秋の生協　ピアノまつり

新品・中古のピアノをご用意しております。
日時：10月22日（土）・23日（日）
　　　　　　　　10：00～18：00
場所：音の工房　三重県鈴鹿市神戸3-24-35

＊　詳しくは今週配布のチラシをご覧下さい。

保障相談デー

コープサービス東海ぎふ
株式会社東海コープ安全運転センター 受付/9：00～17：00

（土・日・祝休み）0120-854-955お問い合わせ

※　 共済・保険の専門職員がその場で
ご質問・ご相談を承ります。お気軽
にお立ち寄りください。

日　　程 会　　　　　　　場

10月　6日（木） 多治見店　（多治見市京町4-109）
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15日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山3-2-17）
10月19日（水） 恵 那 店　（恵那市長島町中野2-5-1）
10月20日（木） 長 良 店　（岐阜市福光南町7-17）

13：00～ 17：00時　間 無　料・予約不要

店頭にて
開催いたします

●満期が近い　
●商品提案を受けている
●保険料を節約したい…　など
よろしければ保険証券をお持ちください

500ｇ凍
（次回予定　10月4週）

くらしたすけあいの会

「寄せ植えを楽しみましょう」

交流会・学習会

「低栄養状態を予防する」
調理しながら美味しく楽しく学習しましょう！

日　時：10月２２日（土）10：00～12：30
会　場：コープぎふ各務原支所会議室
　　　　　　　　　（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
材料費：1,500円（プラスチック鉢付）
持ち物：手袋、エプロン、スコップ
定　員：２０名
申し込み締め切り：１０月14日（金）

日　時：１１月７日（月）　9：30～12：30
会　場：コープぎふ　ながら虹の家
　　　（岐阜市福光南町12-9　コープ長良店北側）

材料費：７００円
持ち物：エプロン、三角巾
申し込み締め切り：１０月２１日（金）

どきどきドキ レシートクーポン券
この秋スタートの新サービス

9月1日㈭より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。

再発行の手続き中などで、お手元に組合員カー
ドをお持ちでない方はお会計の前にサービス
カウンターにお立ち寄りください。

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。

お誕生日を登録いただくと
お誕生日には
お誕生日を
迎えた

組合員さんに
ほほえみデーには

６０歳以上の
組合員さんに ☎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）たすけあいの会お問い合わせ

お申し込み


