
◆孫たちとミニトマト・黒スイカつくり ◆朴葉寿司を作って食べよう

◆佐渡に行ってたらい舟にのります ◆新商品を試してみます 

◆親子でピザを作ります ◆ミュージカルを鑑賞します 

◆美白エステに挑戦してみます ◆拾った子猫が快

　適に暮らせる工夫をします  …等々
お申し込み

受付中

「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
きるようにコープぎふが後押しします。
今年度は現在までに505件、1,205名の申し込みがあります。
「初めての○○○」「久しぶりの○○○」「普段できない○○○」
あなたもチャレンジしてみませんか？

Let's チャレンジレッツ

コープぎふ　2017年度

☆募集締切:2017年12月20日(水)まで
☆実施期間:2018年 1月20日(土)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!!2017年度「　　　　　　　　　 」申し込み用紙
申し込み日　2017 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期間中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. 組合員ご本人でない方への補助は支払われません。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）。
4. 申し込み受付は12月20日（水）まで、実施期間は1月20日

（土）までです。
5. 応募多数の場合は、「補助」が終了になる場合もあります。ご

了承ください。

☆「　　　　　　　　　」の約束ごとLet's チャレンジ
レ ッ ツ

ひとりでも
OKです！

下記の申し込み用紙にご記入のうえ、地域担当者・ステーション・店舗カウンターにご提出ください。

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お問い合わせ

参加者募集
中！

こんなテーマが寄せられています

◆商品案内（食品&雑貨）
11月2週〜 11月4週連続企画

『年末迎春早期割引 /早期限定』企画のお知らせ

ピースカフェのご案内

※�午後からは「平和懇談会」を開催します。地域での平和の取り組みやイベント等の情報交換など、おしゃべ
りで交流します。地域・生協での平和の取り組みに関心のある方は、ぜひご参加ください。昼食をご用意し
ますので、お申し込みの際に「平和懇談会・参加希望」とお伝えください。

コープぎふ平和懇談会 ミニ学習会とおしゃべり

主催 /コープぎふ平和懇談会

　　　 岐阜新聞社一川哲志さんを囲んでお話を
聞きます。「ニュースの見方」「歴史から見る報道」
「メディアを通して私たちにできること｣など、新
聞報道の立場から語っていただきます。おしゃべ
りカフェですので、気軽にご参加ください。

日　時 :  2017年11月22日（水）10:30～12:30
会　場 : コープぎふ本部大会議室（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
参加費 : 100円 ※�当日参加歓迎ですが、会場の準備のため、事前にお申しこみいただけると幸いです。

コープぎふ
くらしの活動部

受付／
9:00～17:00
（土・日曜休み）☎058-370-6873お問い合わせ

お申し込み

● 岐阜新聞社  
編集局論説委員長

● コープぎふ非常勤
理事（有識者理事）

一
いちかわ

川哲
さ と し

志さんの
プロフィール

第２回

内容

メディアと
私たちのくらしについて

お話を伺います。

世論調査っ
て本当?

報道の裏話など、

エピソードも

語っていただけ

ます。

メディアっ
て何?

くらしの中で
気になっている事、

何でも話して
みませんか?

お茶とお菓
子でおしゃべり…　一

い ち か わ

川哲
さ と し

志さんを囲んで

早期ご注文で通常よりお値打ちな商品がいっぱい！！
ご注文忘れはありませんか？

最終のお知らせ！
食品 & 雑貨 
87 ページ〜

裏表紙で
ご案内しています今週お届けの 11月４週商品案内での

最後 です！
ご案内が 

11月６日（月）〜11月11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

2017年11月4週 47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

おいしい通信信 118　

葬祭サービス

普通車(MT・AT限定）
自動二輪合宿免許

スマホ・タブレットは
　　　 こちらから→

◎教習代金、宿泊代、食事代全て込み（ 傷害保険付）      ◎人気の理由
 ＡＴ  195,480円～ 398,952円
 ＭＴ  211,680円～ 405,000円
※金額は2017年12月～2018年5月入校分のパンフレッ ト
掲載料金です。
※仮免許試験手数料1,700円/1回、仮免許証交付   手数料
1,100円は現地払いです。

★ＡＴ最短14日～、ＭＴ最短16日～
教習が順調に進めば、短期で免許の取得が
可能です♪
★仲の良いお友達と一緒に申し込めるから、   
安心して行くことが出来ます♪

全国11校の中からお選びいただけます

短期でおトクな 12月～
2018年５月
入校分

福 井
（敦 賀）

福 井
（福 井）

北 海 道
（幕 別）長 野

（伊 那）

長崎

宮崎

山 形
（米 沢）

山 梨
（南 部）

静 岡
（藤 枝）

静 岡
（浜 松）長 野

（飯 田）

まずは、
パンフレットを
ご請求ください。

　 　　　　　 味がしっかりしていてとて
も美味しかった。主人が｢残った
らおにぎりにして持って行くから」
と言っていました。こんなに美味
しいとは思わなかったので驚き
ました。　

　　　　　　   使う前はどうやって調理したら
良いかちょっと悩みましたが、煮物、
炒め物にと使ってみたら、とても便利
で美味しく出来ました。また食べて
みたいです。

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。※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

（次回12月1週 扱い予定） （次回予定未定）

商品案内
11月 4週 表紙

きんぴら風ごぼう飯の素（3合用）
230g

005

  子 安358
386

3372

仙台麩
ふ

（あぶら麩）　　　　　　                   
約100ｇ（2本）

   横 幕

住　宅

ここから始める新築スタート講座　

リフォームポイント講座　

場所

場所

場所

場所サンホーム大垣ショールーム
大垣市静里165（静里ショッピングセンター内）

コープぎふ本部2階 コープぎふ可児店2階

コープぎふ可児店2階

日　時

日　時日　時

日　時

要予約

11月25日（土）

12月9日（土）12月2日（土）

12月9日（土）
13:30～16:30

10:10～12:0010:10～12:00

13:30～16:30

300円（1名様）

新築１年生のための、わかりやすい講座です。
■13：30～　何から始めたらいいの？　新築はじめの一歩
■14：00～　計画前に知っておきたい　新築の予算
■14：40～   メーカー？工務店？建築士？安心して建てるための業者の選び方
■15：10～   一級建築士への質問タイム　

■10：10～　リフォームの相場と見積書の見方
■11：00～　屋根・外壁の塗替えポイント
■12：00～   相談対応

参加費（前日までにお電話にてご予約ください）

（参加費無料・当日参加OK）

受付/9：30～17：00
（土・日曜休み）

受付/9：00～17：00
（月～土）

※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

お問い合わせ 東海コープ事業連合
生活サービス事業部

コープぎふ
住宅事業部　0120-282-220 　0120-706-866

講座5

 12/9（土）
13：00～15：00

超高齢化社会の中での生活を考える テーマ

講師：松波美紀氏（岐阜大学医学部看護学科教授）
高齢者は長年の人生が凝集されその人らしさが形作られた存在です。その
ため、からだや暮らしにもそれぞれの人によって違った老いの現れ方があり
ます。超高齢社会の中、「老いるということ」「老いを生きるということ」、また
「老いを生きる」を支えることとは、どういうことかいっしょに考えましょう。

商品案内
11月 4週 P54

きんぴら風ごぼう飯の素きんぴら風ごぼう飯の素きんぴら風ごぼう飯の素

商品案内でご確認下さい。

））））
268

289

良いかちょっと悩みましたが、煮物、
炒め物にと使ってみたら、とても便利
で美味しく出来ました。また食べて
みたいです。

葬祭サービス☎058-370-6038 受付/9:00～17:00
(日曜休み )葬祭サービスお問い合わせ

お申し込み

時　間：10:30～12:00

対　応：コープぎふ葬祭サービス提携社
         須藤石材（株）または（株）飛騨建石、葬祭サービス担当
　

内　容：お墓、墓地についての相談

① 11月27日（月）
　  可児店（可児市下恵土2817-1）
② 12月9日（土）
　  益田支所（下呂市萩原町西上田1737）

お申し込み：日程①②ともに開催日前日迄にお電話にてお申し込みください

お墓の相談会
日　程：
会　場：

コープ冬ギフト
 おトクな早期割引は
１１月２6日（日）まで
お申込みはお早めに

＊ 詳しくは店内パンフレットをご覧ください。

11月18日（土）～19日（日）

西濃支所
子安美樹さんの日報より

岐阜西支所
横幕満美子さんの日報より

コープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

恵那店秋まつり
お問い合わせは
   恵  那  店

早期割引12月8日（金）まで　  　早期割引12月15日（金）まで　

 迎春商品
１2月26日（火）まで

ご予約承り中!
クリスマス商品
１2月17日（日）まで

「2017年度消費者セミナーぎふ」のご案内

高齢者は長年の人生が凝集されその人らしさが形作られた存在です。その

ます。超高齢社会の中、「老いるということ」「老いを生きるということ」、また

コープぎふ
くらしの活動部

受付/9:00 ～ 17:00
（土・日曜休み）

コープぎふ
くらしの活動部

お問い合わせ
お申し込み ☎058-370-6873

多治
見

本町2

豊岡町１

67

多治見
フランテ

駅前プラザ・テラ 学習館

駐車場

P

昨年の
参加者の

声

実体験や生活の中で感じる感情から、ていねいに社会や歴史など、わかりやすく、
説明してもらえたと思います。私の母はもう10年も前に認知症だったが、今日きいた
中で、母の気持ちがわかることができてよかった。社会の流れ、医療の流れの中で
毎日直面して生活している人、介護に関わる人の苦労は、まずは気持ちからと考え
られました。

 会場案内

JR多治見駅より徒歩約5分。
車でお見えになる方には、市営豊岡駐車場
（30分80円）があります。（1時間無料券あり）

場　　所：ヤマカまなびパーク多治見市
　　　　　学習館（多治見市豊岡町1-55）
日　　時：13：00～ 15：00
募集定員：40名 先着順
　　　　  定員になり次第締め切りとします。
受 講 料 ：700円
受講料は、参加時に徴収させていただきます。
申込方法：電話でお申し込みください
※お申し込みの際の個人情報は、消費者セミナー確認と
　連絡のために使用します。
主催／全岐阜県生活協同組合連合会、生活協同組合コープぎふ

コープぎふ
住宅事業部

お問い合わせ
お申し込み

後悔しない住まいづくりのスタートは、コープとご一緒に！


