週刊
2017年4月4週

コープ ぎふ

4月10日
（月）〜 4月15日
（土）
配布

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。

17 号

東北へ ! 熊本へ ! ボランティアバス参加募集のご案内

コープぎふは東日本大震災以降、
被災地支援活動に取り組んでいる
「NPO 法人 KI プロジェクト」
主催の
「ボランティアバス
（ボラバス）
」
を応援しています。

東北へ元気をとどけに

東日本大震災から６年、熊本地震
から１年、被災地、被災者の現状を
伝える報道もめっきり少なくなっ
てきました。被災地ではまだ多く
まわれ、街や産業の復興もまだこ
れからです。
「ボラバス」では、仮設住宅や復興住宅での交流事業やまだ残る被害の片
付けや支援などを行います。個人で、家族で、友達同士など、一度被災地を
訪れてみませんか？
※このボラバスの企画・実施は
「市民時報旅行株式会社」
により行われております
金曜日夜 美濃加茂（岐阜・名古屋）出発 ==車中泊 ==土曜日活動 ==夜現地出
発 ==車中泊 ==日曜日朝帰着

本
程

参加費

新規 一般：28,000円／人
リピーター：24,000円／人
高校生以下：24,000円／人
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リフォームするならコープの講座から

リフォーム講 ＆相談会

名古屋駅前

4 月 22 日（土） 23 日（日）10:00〜16:00

要予約

・

会

場：LIXIL ショールーム名古屋 ( 名古屋駅前から徒歩 13 分 Ｐ 70 台 )

22

キッチン・お風呂・トイレだけでなく、
窓やエクステリアの最新商品が見ら
れるショールームも魅力です。
カタログでは分からないことも聞けますよ。

23 日（日）

日（土）

見積を取る前にききたい！
リフォーム講座①

見積を取る前にききたい！
リフォーム講座②

◆参加費：軽食付き500円(1人)

◆参加費：軽食付き500円(1人)

①10:10〜10:50
こっそり話す リフォーム業界の裏事情

①10:10〜10:50
こっそり話す リフォーム業界の裏事情

②10:55〜11:25
わが家の寿命をあと20年のばすコツ
③11:30〜12:00
キッチンリフォーム

希望者
のみ

④12:00〜13:30
・軽食・質問タイム
・リフォームのためのショールームツアー
⑤14:00〜14:30
屋根・外壁塗替えのポイント
◆参加費：100円(1人)

⑥14:40〜15:10
屋根・外壁何でも相談会

②10:55〜11:25
わが家の寿命をあと20年のばすコツ
③11:30〜12:00
屋根・外壁塗替えのポイント

希望者
のみ

④12:00〜13:30
・軽食・質問タイム
・リフォームのためのショールームツアー
⑤13:30〜16:30
リフォーム大相談会
1級建築士が相談対応します
◆参加費：無料

各時間それぞれ参考になりました。
主婦の立場からのキッチンリフォー
ム講座は参考になりました。

講座内容や時間割など詳しくは住まいるコープ 17号か

お問い合わせ
お申し込み

名取市内仮設住宅での交流事業

第67回 11月3日〜5日

石巻市内での漁業支援・復興住宅での交流事業

第68回 12月8日〜10日

女川町内復興住宅での交流事業

熊本へ元気をとどけに
第12回 5月19日〜21日

益城町内仮設住宅での交流事業・ガレキ撤去

第13回 6月16日〜18日

西原村内仮設住宅での交流事業・ガレキ撤去

第14回 7月7日〜9日

益城町内仮設住宅での交流事業・ガレキ撤去

第15回 8月4日〜6日

西原村内仮設住宅での交流事業・ガレキ撤去

第16回 9月8日〜10日

益城町内仮設住宅での交流事業・ガレキ撤去

株式会社コープハウジング東海 ぎふ支店

お問い合わせ
お申し込み

NPO 法人 KI プロジェクト事務局

http://kipj.jp/

1050-3536-5866

受付/
9:00〜18:00
（土・日・祝休み）

コープぎふの野菜セット
中味はおまかせ♪
な旬の野菜が
岐阜県産を中心に新鮮

6 種 以 上 !!
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980円

（税込1,058円）

（毎週扱い予定）

※写真はイメージです
※岐阜県産以外の野菜も
セットに入ります。

「自分ではなかなか買わない野菜が入っていて楽しみ！」
といった声の一方で
何が入っているか分からないから、
ちょっと注文しにくいわ。
家で採れる野菜が入っていたら困っちゃう。

◆参加費：無料

参加者
ト
アンケー
から

第65回 9月23日〜25日

第17回 12月22日〜24日 益城町内仮設住宅での交流事業・ガレキ撤去

・活動内容や行き先、日程は変更する場合があります。変更内容は KI プロジェ
クトのホームページでお知らせされます。
・最小催行人数：30人、参加者が30人未満の場合は中止、または開催方法が変
更になる場合があります。その場合は申込者に連絡があります。

宅

石巻市内仮設住宅・復興住宅での交流事業

第66回 10月20日〜22日 気仙沼市内仮設住宅での交流事業

の方々が仮設住宅や復興住宅に住

基
日

第64回 8月25日〜27日

コープハウジング東海

7 0120-706- 866

検索

受付/
9:00〜17:45
（定休日 毎週木曜日）

※ HP なら24時間受付中

といった声もいただいておりました。
コープぎふホームページの
「お知らせ」
にて、
ご注文週の野菜セットの予定品目がわかるようになりました！
ぜひご覧になってください。
※予定のため、内容が変更になる場合があります。

おいしい 通信 88
商品案内
4月4週

P10

組合員 さん
メガポテトがあったから、
これは買わなきゃね。子ども達が
大好きなのよ。普通のフライドポ
テトと違って味もしっかり付いて
いるし、カリカ
リ具合がとって
も良いのよ～。

メガクランチ（塩味付ポテト）
凍 550ｇ

（次回 5 月 4 週 扱い予定）

398円

やさいとさかなのシーセージ
蔵 ３種６本

可 児 店 会議室（可児市下恵土 2817-1）

場：

対

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

参加申し込み：４月 26日（水）迄に下記の連絡先へお申し込みください

☎058-370-6038

受付/9 :00〜17:00
( 日曜休み )

人形供養 のご案内

4 月 30日（日） 会場 ティア那加（ 各務原市
那加前洞新田３-１）
10：00～14：00

※４月２９日（土）16：００～19：00 も
受付可能です。

養 13：30 開始
◆ 供 養 料 コープぎふ組合員は無料
◆ 供

生協のライフ
プラン
アドバイザー
による

提携社からのお願い

ガラスケース、アクリルケー
ス、陶器など燃えない物は受付
できません。巨大な物、汚れの激
しい物は受付時にお断りする場
合もあります。

※受付にて組合員証（組合員カード）をご提示ください

0120-80-7071

お問い合わせ 葬儀会館ティア

（ライフサポート株式会社）

保障 の 個人相談会

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。
日
程

相談無料

会

開催時間

12：30〜17：00

申し込み

相談会の 3 日前まで 5月16日
（火） 岐 阜 西 支 所
（岐阜市西河渡 1-55）
にご都合の良い会場
をお電話にて申し込 5月17日
良 店
（水） 長
（岐阜市福光南町 7-17）
みください。

（土） 飛 騨 支 所
5月13日
（高山市石浦町 6-20）

みなさんの掛金が病気やケガで
困った方のお役に立っています
［ 息子が入院して大変でした。］
1 年生の息子の入院の間中、ずっと付き添いで大
変でした。共済金がいただけて自分へのご褒美の
ようで、ホッとしました。
大垣市 Ｓ様より
※お支払い内容や共済金請求書類につきましては、ご契約内容・ご請求内容によって
異なります。
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
生協の組合員になることが必要です。生活協同組合
（生協）は、お店
や共同購入でくらしに貢献しています。
ＣＯ・ＯＰ共済の詳しい保障内容は商品パンフレットをご覧ください。

生活協同組合コープぎふ

共同購入商品案内の掲載商品からご注文いただいて、ご指定のお届け先に生
協から直接発送するしくみです。
・ 荷造りから発送まですべて生協が行うので簡単です！
・ 商品の注文時に、専用の注文用紙にお届け先や商品名・数量を記入し、提出し
ていただけばＯＫ。
※冷蔵品など一部発送出来ない商品もございます。

生協の長期保管つき

宅配クリーニング

類
かさばる冬物衣
は
た
あな
？
どうしてますか

受付

かさばる冬物衣類…

9月 22

日
（金）まで

かさばる冬物衣類…

宅配便で回収＆
クリーニング

参 加 者の声

0120-854-955

※ 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
No.221 各務原市鵜沼各務原町 1-4-1

受付 / 9：00 ～
18：00（日曜休み）

遠く離れたご家族へいつものコープ商品を
お届けしませんか！

適切な環境で

お預かり
最長 ８ヶ月

発行：生活協同組合コープぎふ 理事会

コープベル

長期保管つきクリーニングで

すっきり解消！

※詳しくは今週配布のチラシを
ご覧ください
衣類点数

（価格）

６点

（７，
３１５円）

税込み価格

７，
９００円

８点

（9,07５円）

９，
８００円

１０点

（10,000円）

10，
８００円

１５点

（12,871円）

１３，
９００円

◦１６点以上は、１点につき９２０円（税込み）
となります。
◦ 1～５点・７点・９点・11～１４点の場合、切り上げ料金
となります。
◦お支払いは口座からの引落しとなります。

※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。
受付 / 9：00 ～17：00
（土・日・祝休み）

0120-161-913

ＣＯ・ＯＰ共済センター

お問い
合わせ

民間の保険会社での相談では、「自社商品の売り込み」になって
しまいますが、相談者の立場に立って話をして下さるところが本
当にありがたいです。
株式会社東海コープ安全運転センター
コープサービス東海ぎふ

ありがとうの声を紹介します

生活サービス事業

場

相談時間

お問い合わせ
お申し込み

税込 246円

詳細については担当者か最寄の支所までご連絡下さい。

コープサービス東海 5月 9日
（火） 中 濃 支 所
（関市西本郷通り 6-4-6）
職員 または組合員
那 店
ライフプランアドバ 5月11日
（木） 恵
（恵那市長島町中野 2-5-1）
イザー
（金） 岐 阜 南 支 所
お 1人 1時間程度 5月12日
（羽島郡岐南町八剣北1-209）

相 談 員

だね

（2016年4月20日現在）
共済事業データより

容：お墓、墓地についての相談

◆ 人形受付

228円

トク

コープぎふＣＯ・ＯＰ共済
107,351人の加入者の輪

内

日程

125

CO・OP共済ニュース

お墓の相 談 会
時：4 月 29 日（土）10：00～１
２
：00

お問い合わせ コープぎふ
お申し込み 葬祭サービス

お弁当に入れたり、朝ご
はんで使ったりしてるの。 普通の
ソーセージだと
色 味 が な い け ど、
これを使うと料理が
明るくなって子ども
も喜ぶのよ。

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

葬祭サービス

会

組合員 さん

（次回予定 不定期）

税込 429円

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

日

P11

中濃支所の
組合員さん

多治見支所の
組合員さん

120

商品案内
4月4週

お問い合わせ
ご注文は

0120-706-887

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

コープぎふ

