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コープぎふ多治見店 2階 (多治見市京町4-109)

参加無料

参加無料

当日参加OK

要予約
（前日までにお電話にてご予約ください）

講座内容・時間割等詳細はコープぎふホームページまたはお電話にてお問い合わせください。

会場

会場

日　時

日　時

1月26日（土）

1月26日（土）

10:00～13:00

13:30～16:30

これから新築・建替えをお考えの方、何から始めたらいいかがわかる講座です。

リフォーム相談会

新築スタート講座

失敗しないためのリフォームポイント講座も同時開催します。
お買い物のついでにお気軽にご参加ください。

　“生
せいきょう

協”を名乗って「生協ですが、リフォームの件で…」、「生協の組
合員さんですよね？外壁の塗装をしませんか？」等、電話勧誘・販売
をされたというお問い合わせがありました。
　コープぎふでは組合員のみなさまへ連絡する際は、所属部署、担当職員氏名
をお伝えしています。もし生協とだけ名乗り、物品等の販売を行う怪しい電話
や訪問を受けましたら下記へご確認ください。ご注意をお願いします。

「生協」を名乗る電話勧誘販売にご注意を!!

●集めているのもの
未使用の年賀ハガキや官製はがき ・切手（使
用済みも可） ・商品券　など

●回収方法
配布した専用封筒にハガキ等を入れ投函を
お願いします。（共同購入の配達、店舗での回
収はしません）※切手不要

●ハンガー・フリー・ワールドとは‥
飢餓のない世界を創るために活動する民間
の国際協力団体です。日本に本部を置き活動
する特定の思想や宗教ならびに政治的意思
から独立したNPO法人（非営利組織）です。

主催/NGOハンガー・フリー・ワールド（国際協力団体）
期間/専用封筒お届け日〜5月31日まで

世界中の食卓が笑顔で満たされるよう、今年もご協力をお願いいたします。

次週(1月5週)共同購入にて
回収専用封筒をお届けします

書損じハガキ
回収キャンペーンのご案内

～眠っているハガキや商品券等で、
世界の飢餓に苦しむ人々のくらしを応援しましょう～

生協や企業団体 141 組織の参加で、1 億 8400 万円の換金収益がありました。コープ
ぎふからの支援は 412 万円でした。ご協力ありがとうございました。

昨年の取り組みの報告

写真提供:ハンガー・フリー・ワールド

日本では、食べられたはずの食べ物が年
間500万〜900万トン捨てられています

1
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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商品案内などで広くお伝えする取り組みです。

商品お試しモニター1072名 大募集! 商品はお任せと
なります！

※�お届けする商品の指定はできません。ご了承ください。

���� � � �　　　　�お申込み多数の場合は抽選の上、
商品のお届けを持って商品モニター当選とさせてい
ただきます。

当選のお知らせ

注文番号 3958

商品名 規格 お取引先名 募集人数
ぎふ美濃茶 緑茶（ティーバッグ） 72g（4g×18） 瑞草園 20名

伊勢志摩産芽ひじき 10g 日生協（北村物産） 30名
伊勢志摩産長ひじき 10g 日生協（北村物産） 30名

ヤングビーナス美肌time 30g×2 ヤングビーナス薬品工業 30名
薬用入浴剤ヤングビーナスにごり湯（ユズとジンジャーの香り） 50g×4 ヤングビーナス薬品工業 80名
薬用入浴剤ヤングビーナスBN 60g×4 ヤングビーナス薬品工業 80名

レギュラーコーヒーわたしのブレンド 360g 日生協（ワルツ） 48名
レンジで北海道の野菜コロッケ 420g（10個）   ノースイ 24名
おとうふ屋さんの豆乳どーなつ 5個（170g） 弓削銘水堂  20名

ナチュラルケア メイクも落とせる泡洗顔 140ml ナリス化粧品  49名
ナチュラルケア うるおい化粧水・うるおい乳液 170ml・130ml ナリス化粧品 49名

恵みの雫 うるおいジェル化粧液ミニ 10ml ナリス化粧品 50名
恵みの雫 薬用美白濃縮エッセンスミニ 7g ナリス化粧品 50名

料理いろいろみそ 400g 日生協（イチビキ） 40名
旨みとコクの鶏がらスープ（調味料（アミノ酸）不使用） 150g 日生協（大日本明治製糖） 36名
三重県産焼のり 板のり10枚 日生協（みえぎょれん販売） 60名
大豆ドライパック缶（北海道産大豆使用） 140g×3 日生協（トーアス） 24名
ひじきドライパック缶（国産芽ひじき使用） 110g×2 日生協（トーアス） 24名

とんかつ太郎新潟タレカツセット 320g ホーム食品 50名
マメックスの便利とうふ（サイコロサイズ） 500g マメックス 100名
マメックスの便利とうふ（ブロックサイズ） 500g マメックス 100名

ベリースムージー 125ml×2 日生協（ゴールドパック） 78名

　　　　　１月４週（４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。
商品のお届けは２月１週６号(２月４日〜２月８日)
で、該当週にご注文のある方が対象になります。

応募方法

岐阜県産トマトうらごしタイプ
煮こみハンバーグのソースに使
いました。缶詰を使うより、自然
な甘みがあって家族に大好評で
した。� 岐阜南支所

�若鶏のケイちゃん�
しょうゆ味
唐揚げにしてみましたが、
味がついているしお肉が
とてもやわらかくおいし
かったです。�多治見支所

産消提携米奥飛騨娘
ツヤもあり、とても
美味しいお米でした。
炊きたてふっくら、冷
めてもおいしかった
です。� 恵那中津支所

モニターさん
の声

お預かりしたアンケート内容や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。

1月７日（月）〜1月11日（金）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

2019年１月4週 4号



使ってる素材（乳製品・砂糖・卵黄）
が国産なのが気に入ってるわ  !
スーパーでは売ってなくて。

安心して子どもに食べ
させられるわ !

スーパーで売ってる MOW と
比べると味が違うの。生協で注文

できる MOW3 の方がわたし
はお気に入り。生協利用
して得しちゃったわ♪

  辻

MOW3

今週、この“MOW3”アイスを
　よく利用してもらってる…
　　人気なのかなー？
　　聴いてみよう !

Aさん Bさん

  辻
co・op

  辻
co・op

そうなん
ですね！ ありがとう

ございます！

・

～ある週の配達～

No.307

ミルクの豊かな風味とクリーミーな舌触りが楽しめるカップアイス
です。生協の共同購入限定商品なので、ぜひお見逃しなく !

173
飛騨支所
辻直樹さんの

日報より

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回2月3週扱い予定）

商品案内 1月4週・P14

（税込429円）
398円
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葬祭サービス 葬儀学習会、お墓の相談会
のご案内１．葬儀学習会

２．お墓の相談会　お墓、墓地に関する相談にお応えします。
対　応

対　応

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・葬儀の流れについて
コープぎふ　葬祭サービス担当

須藤石材（提携社）、コープぎふ 葬祭サービス担当

開催日前日までにお電話にてお申し込みください

日　時 会　場
1月15日（火） 10：30

〜
12：00

岐阜西支所 （岐阜市西河渡1丁目55）
1月19日（土） 大洞虹の家 （岐阜市大洞緑山1-1-5）
 1月22日（火） 益 田 支 所  （下呂市萩原町西上田1737）
 1月24日（木） 西 濃 支 所（大垣市古宮町字丸池129-1）

日　時 会　場
 1月26日（土）10:00 〜 12:00 可 児 店  （可児市下恵土2817-1）

CO・OP共済アンケートに
ご協力ください

1月4週（4号）商品案内に、こちらのアンケート
が入っています。保障について、みなさまの声をお聞かせ
ください。
記入していただき、次週配達時に注文用紙と一緒に担当者
へお渡しください。
詳しくはアンケート付チラシをご覧いただくか担当者へお尋ねください。

ライフプランアドバイザー(LPA)と学ぶ学習会
要予約無 料

サラリーマンの源泉徴収票から、所得税のしくみや今話題の配偶者控
除についてわかりやすく解説し、主婦の働き方と税金の関係などの疑
問を解決します。また、確定申告で押さえておきたい医療費控除の基
本的なこともお話します。

●各日程の前日までにお電話にてお申込みください。　
●開催時間：10:00〜12：00　●持ち物：筆記用具・電卓

って　  する税金の話知 得

日　程 会　場
１月22日（火） 各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
１月24日（木） 飛騨支所（高山市石浦町6-20）
１月25日（金） 岐阜西支所（岐阜市西河渡1-55）
１月29日（火） 西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

可児店（可児市下恵土2817-1）
２月 1 日（金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）

2019年

➡

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

年齢を確認できるものと
組合員カードをお店の
サービスカウンターに
お持ちください。 ご予約いただくと

当日販売価格の８％引き ！

登録は簡単！

1月15日(火)は
ほほえみデー

節分は今年もコープの恵方巻で ！
毎月　
15日             全店ご予約承り中

ご予約は　  1月31日(木)まで
お受取りは  2月  3  日(日)

1人ひとりのお買い物に合わせた、オリジナルOCR注文用紙になりました

注文番号が4桁の商品が
注文しやすくなりました !!

■これまでのOCR注文用紙の便利機能

いつもご利用の商品

①注文番号が3桁のこれまでにご利用いただいた
　商品には

今週のお値打ち商品
過去13カ月以内にご利用いただいた商品

（4桁の注文番号）を掲載しています。
②ご登録いただいたアレルゲンを含む
　商品には

緑色の網掛け

お買い得商品がピックアップされる
ようになります。

3桁注文番号の過去購入商品は、これまで通り「緑」色マーキングが目印です。
※過去13カ月以内にご注文いただいた商品をご案内します。
※36品の商品が印字されます。ご利用状況により、印字内容が変わります。

いつも買う商品が
わかりやすくて
忙しい時にも注文
しやすいね !

お値打ち商品も
分かりやすく
なります !

（いつもご利用の商品）　※注文数をご記入ください。 （今週のお値打ち商品 BestPrice・トクだね）

サラリーマンの妻のための

NEW

過去13カ月以内にご利用いただいた商品
（3桁の注文番号）を緑色で表示しています。
よく利用する商品の買い忘れを防ぐことが
できます。

※ご登録いただく必要がございます。

※ご登録の必要はありません。

ピンク色の網掛け

生協の共同購入
限定商品


