
食品表示とわたしたちのくらし
〜食品表示を読み解き、くらしに役立つお話〜
岐阜県生活衛生課の方にご協力い
ただき、「食品表示」についてお話し
いただきます。
栄養成分表示の総エネルギー量や
食塩相当量など、自分の食生活で気
をつけるポイントを知り、表示の上
手な活用法を学びましょう!

日　時：1月30日(水) 10：30〜12：30
会　　場：�各務原支所�会議室�

（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
講　　師：�岐阜県健康福祉部�生活衛生課　平岡悦子氏�

岐阜保健所�健康増進課　丹下文恵氏
募集人数：�30人
申し込み：�お電話にてお申し込みください
締め切り：�1月23日（水）
主　　催：�コープぎふ�食育懇談会

食育懇談会オー
プン企画（学習会）に参加しませんか？

無 料

名　　称	 魚介食肉加工品
原材料名	 	乾燥いわし、ごま油、

食塩/加工でん粉、	
調味料（アミノ酸等）

内 容 量	 44g
賞味期限	 	この面の左上部に記載

食品表示例（CO・OPぱりぱりいわし）

全国のママ・パパから支持され 

子ども向けの保障契約数

《たすけあい》ジュニア20コース

CO・OP�共済に加入するには出資金をお支払いいただき、お近くの生協組合員になることが必要です。
詳しくは商品パンフレットをご覧ください。

おかげさまで

No.1

K-73402-1812契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会

無 料

サラリーマンの
妻のための

ライフプランアドバイザー(LPA)と学ぶ学習会

要予約

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

1月14日（月）〜1月18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
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※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
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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

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。
（毎週扱い予定）（次回扱い未定）

組合員　さん　�　　　　　���� � �これ（恵方巻き用セット）良
いよって聞いたので初めて買ってみまし
た。美味しいし、簡単に作れてとてもいい
です。

296ｇ（4種×4） 150ｇ（4人前）×2
121001

商品案内
1 月 5 週 P9商品案内

1 月 5 週 表紙

　　　 ふかひれスープ（5倍濃縮）
岐阜西支所

横幕満美子さんが聴いた声

凍

�����������������������������ふかひれスープにうどん
を入れると美味しいです。水を加えるだけ
で簡単に作れて、寒い時期にふかひれスー
プのとろみがいい感じです。

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

  378
  408

恵方巻き用セット生協のライフプランアドバイザーによる

生命・医療・がんなど、保障に関するご相談に、専門の相談員がおこたえします。
保障の個人相談会 相談無料

相談会の3日前
までにお電話にてお申し込
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。

要予約

参
加
者
の
声

将来に不安を感じていましたが、保障の見直しをした事で、少し安心す
ることができました。本当に助かりました。ありがとうございました。

日　　程 会　　　　　　場
2月 5 日（火） 中 濃 支 所      （関市西本郷通6-4-6）
2月 7  日（木） 多 治 見 店 （多治見市京町4-109）
2月 8  日（金）　
2月 9 日（土）
2月12日（火） 岐阜西支所 （岐阜市西河渡1-55）

2月13日（水） 長 良 店     （岐阜市長良福光南町7-17）

岐阜西支所
馬場里江子さんが聴いた声

950円
（税込1,026円）

＊一部対象外商品がございます。
＊電子ぎふっこカードもご利用いただけます。

5％割引
いたします。

ぎふっこカードと
組合員カードのご提示で
お買い物総額から

1月27日(日）は
ぎふっこカードデー

今年も節分はコープの恵方巻で ！

開運福寿巻

全店でご予約
承っております。2月3日日 1月31日木� お受取りご予約

980円

798円

498円

400円

 当日販売価格

 当日販売価格

 当日販売価格

 当日販売価格

（税込1,059円）

（税込862円）

（税込538円）

（税込432円）

■レギュラー（1本）　■ハーフ（1本）

■レギュラー（1本）　■ハーフ（1本）

（税込974円）

（税込793円）

（税込495円）

（税込398円）

901円

734円

458円

368円

予約価格

予約価格

予約価格

予約価格

大人のごちそう海鮮恵方巻

スマイルゼミはタブレットを使用する学習教材です。
紙の教材とは違い、問題を解くと自動で「マル」つけ。
間違っていれば回答の解説が表示されます。
毎月の料金は、生協組合員割引で一般よりもお得に
利用することができます。

詳しくは今週配布（1月5週）のチラシをご覧ください ！

生活サービス
幼児・小学生・中学生向けタブレット通信教育

東海コープ スマイルゼミ  検 索

幼児コース（年少～年長）
も配信スタート ！

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 !!

OCR注文用紙 ■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て
います。

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 !

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

岐阜南支所  （羽島郡岐南町八剣北1-209）
飛 騨 支 所   （高山市石浦町6-20）

組合員さんの声

組合員さんの声

組合員さんの声
４桁の商品の利用履歴も印刷されるようになると嬉しいわ。
トイレットペーパーを安い時に買いたいんだけど、見逃す事も多くって。

注文用紙に緑色がついていたのを息子が見たよう
で、「お母さん、こんなの買っとったんやね。」と
家族の話題にあがりました。息子と会話できる話
が一つ増えました。うれしかったです。

忙しくて時間がない時でも緑色の網
掛けを見て注文ができるので助かり
ます。基本的に同じものを買う事が
多いので。

アレルゲン表示のおかげで商品を調べることなく、安心して商品を選べるので助かっています。

玉子

甘えび サーモン

まぐろねぎとろ

住　宅

コープぎふ可児店2月2日（土）　10：00～16：00

住まいるフェア 参加無料 要予約

日 時 会 場

10：10からリフォームの基礎講座・13：20から新築の基礎講座です。　　
住まいのご相談にもお応えします。ご都合の良い時間でご予約ください。

（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。

（可児市下恵土2817-1）

毎月第4日曜日

きはだまぐろ
サーモン
イカ
エビ ツブ貝
ししゃも卵
きゅうり
玉子 大葉

菜の花
かんぴょう
玉子 穴子
高野豆腐
カニ風味蒲鉾
エビ おぼろ

資料請求

＋

ま
で


