
裏面の「おいしい通信」で、卵・乳・小麦を使わないケーキを紹介しています。

　『新しくなった長良店を見てみ
よう』　　　　　　　　　　     

　お買い物をしたくて応募しました。　
　　　　　　　　　

　案内の看板が無く、通り過ぎてしまい
ましたが、駐車場、

店も広く、カートも動かしやすいし、ウイ
ンナーの試食もやっ

ていて、2歳の孫が美味しいと「もっと、も
っ

と…」と騒いでいました。カートごとレ
ジ

ができるのも良かったです。　      
申し込み受付
しております

参加者募集 !

コープぎふ
の

森へ!

コープぎふの森・秋企画
コープぎふ

の
コープぎふ

の
コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画コープぎふの森・秋企画
森の中で深まる秋を満喫しましょう !

「コープぎふの森・関」は2010年に開設以来、毎年整備活動や体験企画を行っています。
今回の企画内容は…
 ☆森林の頂上へのトレッキング ( 草木の名前も覚えながら散策します )
 ☆薬木 (薬になる木 )を植樹します。キハダという木を予定しています。
 ☆簡易のこぎりで雑木を除伐します。 
☆ 昼にはきのこ汁 !!　災害時・アウトドアに役立つ「湯煎でできるポリ袋調理」を紹
介し、試食します。サツマイモごはんや鮭わかめごはんを予定しています。

募　集： ５０人　お子さんは５歳以上※ 応募多数の場合は抽選となります。
参加費： １５０円／１人（保険料含む）
持ち物： お弁当・飲み物・タオル・軍手・雨具・長靴推奨

※ お子さんは交通安全用ヘルメット
服　装： 長袖・長ズボン・帽子
申し込み： お電話でお願いします。
　　　　①代表者の氏名・組合員コード・電話番号
　　　　② 参加者全員の氏名（お子さんは年齢）をお知らせください。
締め切り： 11月５日（土）

日　時 ：１１月１２日（土）9：30～13：30
ところ ： コープぎふの森・関　
集　合 ：  ふどうの森イベント広場（関市大岩不動前）

※迫間不動とお間違いのないようにしてください…

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ コープベル

0120-706-887
受付／

9:00～18:00
(日曜休み)

☆小雨決行。大雨予想の場合は前日に中止連絡をします。
☆ 集合場所の地図は事前資料と一緒にお送りします。（締め切り日以降に発送します )

「何かやってみようかな！」と思ったときに、気軽にチャレンジで
きるようにコープがあと押しします。現在、340件1073名
の応募があり、122件288名からの報告が届いています。

Let's チャレンジ
レッツ

コープぎふ　2016年度

☆募集期間:2016年12月20日(火)まで
☆実施期間:2017年 ２月20日(月)まで

☆チャレンジ内容が決まっていなくても大丈夫!
   内容が決まっていれば、簡単にお書き下さい。

こんなことにチャレンジします!!2016年度「　　　　　　　　　 」申し込み用紙
申し込み日　2016 年　　　月　　　日

☆代表者のお名前 一緒にチャレンジする人数(わかっている範囲でＯＫです)組合員コード（７ケタの番号）

きりとり

※いただいた情報は、「Let’sチャレンジ」以外には使用しません。
組合員　　　　　　 人 その他　　　　　　 人

「　　　　　　　　　 」Let's チャレンジ
レ ッ ツ

⇒コープぎふ　支所・店行き

1.  一人の組合員さんが申請できるチャレンジは１回までです。
2.  「チャレンジ」の内容は自由ですが、政党・選挙・宗教活動、カ
ンパ・募金への流用、営利目的の販売行為又はその類似行為
は対象となりません。

3. 組合員お一人につき、500円を上限に実費が支払われます
（領収書を「感想用紙」に添付してください）。組合員ご本人で
ない方への補助は支払われません。

4. 申込み受付は12月20日（火）まで、実施期間は２月20日（月）
までです。

5. 応募多数の場合は、抽選となる場合もあります。ご了承くだ
さい

☆「チャレンジ」する内容が決まったら、内容（テーマ）・代表者のお名
前・一緒にチャレンジする人数を職員までお知らせください。

☆「　　　　　　　　　」の約束ごと「　　　　　　　　　」Let's チャレンジ
レ ッ ツ

ごと

ひとりでも
OKです！

お申し込みは、下記の用紙に記入して配達担当者・ステーション・店舗カウンターへご提出ください。

Let's
チャレンジ
とは？

くらしの活動部 受付/9:00～17:00
（土・日曜休み）☎058-370-6873くらしの活動部お問い合わせ

ひとりでもひとりでもひとりでもひとりでもひとりでも

参加者募集
中！

　『新しくなった長良店を見てみ
よう』

チャレンジ
事例

年末迎春のご準備は生協の早割で！
11月2週は別冊チラシで年末迎春の早割商品を紹介しています。
OCR注文用紙でご注文の場合は、
「早期割引/早期限定」専用の注文用紙に数量をご記入下さい。

年末迎春のご準備は生協の早割で！
11月2週は別冊チラシで年末迎春の早割商品を紹介しています。
早期ご注文で通常よりお値打ちな商品がいっぱい！！
年末迎春のご準備は生協の早割で！

11月2週～11月4週連続企画

11月2週は別冊チラシで年末迎春の早割商品を紹介しています。11月2週は別冊チラシで年末迎春の早割商品を紹介しています。
早期ご注文で通常よりお値打ちな商品がいっぱい！！早期ご注文で通常よりお値打ちな商品がいっぱい！！

1羽まるごとなので肉汁
がたっぷりジューシー！
とても柔らかくて美味し
かったです。クリスマス
の食卓の主役ですね！

『年末迎春早期割引 /早期限定』企画のお知らせ

活動内容

「国産若鶏ローストチキン」

11月２週
早割りは
別冊です

2016年1１月2週 45号

10月24日（月）～10月29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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コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

くらしのたすけあい活動

生活サービス事業

くらしの活動部

葬祭サービス

生協
の

11月２週　別冊早割チラシ P22

岐
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１個凍

卵・乳・小麦を
使わないケーキ

12月4週
（12月19日～24日）
　のお届け

早割注文期間中（11月2週
～ 11月4週）でのみご注文
いただける「限定商品」です

早期
限定 税込　3,402円

3,150円

毎年ケーキを手作りし
ていましたが、今回は
生協で購入することに
しました。
とてもありがたいです。

生協のアレルギー対応
ケーキはゼリーが使っ
てあってカラフルなの
で、娘のテンションが
MAX になったよ！

日　　程 会　　　　　　　場
11月10日（木） 多治見店　（多治見市京町4-109）
11月16日（水） 可 児 店　（可児市下恵土2817-1）
11月17日（木） 尾 崎 店　（各務原市尾崎西町5-30）
11月19日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山3-2-17）
11月23日（水） 恵 那 店　（恵那市長島町中野2-5-1）
11月24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

保障相談デー ◦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

店頭にて
開催いたします ※　�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。

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
お申し込み

どきドキ レシートクーポン券

コープ冬ギフトお申込み承り中
おトクな早期割引は
１１月２７日（日）まで
＊�詳しくは店内パンフレットを
ご覧ください。

レシートクーポン券で

おトクにお買い物! 　組合員さんのお店でのご利用金額を加算し、
10,000円（税抜）を超えるごとに
　１枚、5％オフクーポン券を

　レジで発券しております。
※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。

※　�一部対象外
商品があり
ます

組合員カードのご提示でお買い物総額から組合員カードのご提示でお買い物総額から

5％割引いたします。5％割引いたします。
5％ オフセール!5％ オフセール!
毎月第１日曜日は１１月6日

（日）

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

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。

◦１１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

学習会

おしゃべり会 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。

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）
お問い合わせ
お申し込み

ハウスクリーニング

※2016年11月28日（月）～12月27日（火）の作業は通常組合員価格となります。
エアコン、レンジフード、浴室などのクリーニング、セットサービスや定期清掃
などがあります。　詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

キャンペーン
受付中です！

　ふだんのお掃除で
　　取りきれない汚れも、
　プロの技で　スッキリ
　　　　　　クリーニング！

飢えに苦しむ子どもたちに
　　学校給食の支援を！　　～　国連WFPの

学校給食プログラム「レッドカップキャンペーン」のお知らせ　～

2015年度
全国生協での募金総額

3,865,084円
　ご協力ありがとうございました。

今週配布の商品案内５ページに、レッド
カップキャンペーンの案内と併せて対
象商品のひとつであるコープヌードル
を掲載しています。ご覧ください。

2014年から全国の生協と一緒に国連
世界食糧計画（ＷＦＰ）がすすめる「レッド
カップキャンペーン」に取り組んでいま
す。（期間は10月～11月の２ヶ月間）

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）

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
11月　7　日（月）

10：00
～

12：00

中 濃 支 所（　関市西本郷通り6-4-6　）
11月　9　日（水） 尾 崎 店（　各務原市尾崎西町5-30　）
11月12日（土） 岐 阜 南 支 所（　羽島郡岐南町八剣北1-209　）
11月18日（金） ながら虹の家（　岐阜市福光南町12-9　）

12種類の対象商品を利用することで、
1点につき1円がガーナ共和国の子ど
もたちに学校給食を届けるために使わ
れます。

画像は
レンジフード
クリーニング作業

材料に米粉・豆乳クリーム等使用。　※ローソクはついていません
タカキベーカリー /国内製造

甘夏みかんと黄桃、
洋梨、自家製の
いちごゼリー     

豆乳クリームと
　黄桃

スポンジ生地には
国産米粉を使用

今回は、カラオケで上手に歌うコツを教えていただき
みんなで少し歌います。　
曲は、♪津軽海峡冬景色♪など…

日時　11月12日(土)
　　　9：30～11：30
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）

おたすまカフェ
西濃地域でもうひとつのおしゃべり会が
始まりました。　おたがいに、スマイルで
がモットーです。

日時　11月14日(月)　10：00～12：00
会場　　西濃支所
　　　（大垣市古宮町丸池129-1）

笑いヨガの
プチ体験も
ありますヨ

◆　早得割引 ５％OFF
　　【申込期限】　2016年11月4日（金）まで　
　　【作業期限】　2016年11月26日（土）まで
◆　年明け作業の新年割引１０％OFF
　　【申込期限】　2017年2月3日（金）まで
　　【作業期間】　2017年1月6日（金）～ 2月28日（火）

早得割引
は

締切間近

G サロン

ハロウィーンパーティーです。

日時　10月31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）

直径　約15ｃｍ
高さ　約4.5ｃｍ

歌っておしゃべり！
　　健康に

ふらっとおしゃべり


