
《受　　付》　JR岐阜駅北口駅前広場　「ユニセフ こどもの広場」会場
《コ ー ス》　 信長像前⇒金華橋通り⇒徹明町通り⇒長良橋通り⇒信長像前 

12時までには帰着（参加者にプレゼントあり）
《参 加 費》　小学生以上1人300円（ユニセフ募金と行事保険費用を含む）
《お申し込み》　 お電話にてお申し込みください。 

参加者氏名、（大人、小学生、幼児）、ご住所、 
お電話番号をお伺いします。

　　　　　   ※ お知らせいただいた個人情報は、ユニセフ ラブ・ウォーク
実施のみに使用し、規範を遵守し適切に管理します。

《主　　催》　日本ユニセフ協会協定地域組織/岐阜県ユニセフ協会
《協　　力》　 日本ボーイスカウト岐阜県連盟（引率・説明） 

日本ユニセフ ラブ・ウォーク協議会

お問い合わせ
コープぎふ くらしの活動部

☎ 058-370-6873
受付/

9:00〜17:00
（土・日曜休み）

お問い合わせ
お申し込み

岐阜県
ユニセフ協会☎ 058-379-1781 受付/

9:00〜16:00
（土・日曜休み）

お問い合わせ コープぎふ 
くらしの活動部 ☎ 058-370-6873 受付／9:00〜17:00

（土・日曜休み）

「くらし・地域復興応援募金」は、コープぎ
ふの各支所・店舗で受け付けています。

グループ購入・宅配・ステーションでは「OCR
注文用紙」の 5 桁注文欄に、注文番号と数
量をご記入ください。

※ 税額控除の対象とはなりませんので、ご了承下さい。

▲浪江町の
　みなさんと

〈ステージ企画〉

一緒に踊ろう  
(きょうされんの仲間のダンス)

みんなで一緒に歌おう 
 (フォークグループ伊舞木座)

ハーモニカ演奏

布芝居や絵本の読み聞かせ

平和のお話　　など

♥子どもたちが平和について考える
　「きっかけ」となるような楽しい企画を

　用意してお待ちしています!

主催 : 岐阜県ピースアクション連絡会
岐阜県被爆者の会（岐朋会）・岐阜県学校生協・西濃医療生協・きょうされん岐阜支部・
国民平和大行進実行委員会・コープぎふ・コープぎふ労働組合・全岐阜県生協連
運営 : こども平和ひろば実行委員会 / 後援 : 岐阜市、岐阜市教育委員会

〈コーナー企画〉

平和の絵を書こう

おりがみ、しおりを作ろう

絵本、マンガ 
 (自由に読んでね!)

平和のパネル展　　など

岐阜空襲資料展示
お知らせ 

2
原爆と人間展
8月19日（土）〜30日（水）
マーサ21　2階展示コーナーにて開催中!!

お知らせ 

1
同日開催 :10:30 〜 12:00

※この夏、コープぎふより 12名が参加。ヒロシマ・ナガサキで
見て、聞いて感じたことを子どもたちが報告します。多くの方の
ご参加をお待ちしています

ピースアクション in
ヒロシマ・ナガサキ報告会

ユニセフ ラブ・ウォークin岐阜市

ウォーキングを楽しむと同時に、ユニセフを通じて、開発途上国の子ど
もたちの健康と教育に役立てることができるユニセフ ラブ・ウォーク
を実施します。この取り組みは、参加いただくことでユニセフ募金とな
ります。みんなで岐阜の街を楽しく歩きましょう。

8月19日（土）10:00〜15:00
マーサ 21南館 4階マーサホール（岐阜市正木中1-2-1）

いい汗かいてユニセフ募金!

当日、岐阜駅前広場では
10:00 〜 14:00「ユニセフ子どもの広場」を開催しています

《日　時》11月11日（土）

第4回 参加者募集

小雨決行

　コープぎふでは、全国の生協と一緒に、東日本大震災の被災地のみなさんの復
興応援に引き続き取り組んでいます。
　岩手・宮城県では復興住宅の建設、新しい街づくりも進んでいます。一方、福
島第一原発事故で「避難指示区域」となった福島県の浜通りではこの春、富岡・浪
江町で「避難指示」が解除されたものの、復興はやっと緒についたばかりです。
　7月９日〜10日の日程で、組合員理事の須田さん・堀部さんが福島の視察と交
流に行ってきました。
　浪江町の仮設住宅の一つ「北幹線第一住宅」にて「UVビーズストラップ」のキッ
トでストラップを作りながらみなさんと交流しました。「会津藩」と「郡上藩」との
つながりも話題になり「郡上踊り」の映像を一緒に見ました。浪江町のみなさんか
らは、これからのくらしへの不安の声が多く聞かれました（詳しくはコープぎふ
ホームページをご覧ください）。

〜平和大すき !平和っていいね〜

10：30〜 受付後順次出発

募金名 注文番号 内容

くらし・地域
復興応援募金

3991 一口 100 円

3992 一口 1000 円

マーサ 21 南館 4 階会議室（マーサホール隣）

参加費無　料

「くらし・地域復興応援募金」への
参加をお願いします！

▲浪江町の様子

８月７日（月）〜８月12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8月4週 34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 105

ＣＯ・ＯＰ共済ニュースコープのお店
みなさまのご来店お待ちしております。

生活サービス事業
お見積り無料♪各社で比較が出来ます！

000
000

商品案内カタログにのっているこのマーク、ご存知でしたか？
商品案内カタログに掲載されている商品には、使う時やご家庭で保存する時に便利な加工がされている商品
または、登録するとお得に利用いただける商品などがあります。このマークを見つけて、ぜひ注文をする時
の参考にしてください。

000

000

「月刊いつでも注文カタログ」にも掲
載している商品です。商品案内で企
画していない週でも、注文期間内で
あればご利用いただけます。
カタログをご希望の方は地域担当者
までお声がけ下さい。

チャックシール
付きの商品

骨取り加工済みの
商品

一片ずつバラバラ
に凍結されている
商品

予約登録した商品を3点以
上ご利用いただくと1点あ
たり5円引きとなります。
※ 別途ご登録の必要がありま

す。地域担当者もしくはご
利用の支所までお問い合
わせください。

※ 注文番号　3899　をOCR注文用紙
にご記入いただくと、10月号よりお
届けいたします。

CO・OP共済《たすけあい》ならケガ通院1日目から保障します。
夏になると多いこんなケガ！

子どもはもちろん、大人も意外とケガをします。
ケガの保障をしっかりと備えましょう。

受付 / 9：00～
18：00（日曜休み）0120-161-913生活協同組合コープぎふ

ＣＯ・ＯＰ共済センターお問い
合わせ

海で足を切った

※実際のお支払いは共済金請求書類ご提出後の判断となります。
※ケガ通院の保障がないコースもございます。CO・OP共済の詳しい保障内容

は、商品パンフレット等をご覧ください。
※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。
　契約引受団体/日本コープ共済生活協同組合連合会

脚立から落ちて
腰を打撲した

ランニングをしていてつま
づき、足首をねんざした

花火で指をやけどした

ポイント

困っている人が
いたら

とんでいくのだ！

まずは
資料請求

K-70880-1707

　　　 　　　解凍すればふつうのみ
かんと同じようにむいて食べることが
できるし、暑い日には部屋に置いて
おくだけで涼しく感じるわ！そして何と
言っても価格が安いことと、味もいい
し、いいことばかりよ。

　 　　　　　うちでは切らさないよう
に、常に冷凍庫に入っています。上の子は
小学生だけど魚が得意じゃなくて。でもこ
の“さばのみぞれ煮”は食べてくれます。

主人もお気に入りなんですよ。

中
濃
支
所
の

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。

岐
阜
南
支
所
の

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。

258
278

（毎週 扱い予定）

商品案内
8月 4週 P5

凍

050
骨取りさばのみぞれ煮

285ｇ（固形量180ｇ
（2切れ×3））

商品案内
8月 4週 P39

（毎週 扱い予定）

400ｇ（5～ 9玉）
冷凍みかん
762

組合員　さん

051
95ｇ（固形量60ｇ
（2切れ））凍

378
408 150

162
（毎週 扱い予定）

17：00 〜 20：00 恵那店駐車場にて
8月26日（土）恵那店

お楽しみに！

夏祭り

組合員特典は基本料金の20%OFF

名古屋港水族館・
日本モンキーパーク

詳細は、サービス
カウンターまで。 

～夏休みのおでかけに～

のチケットを全店で
取り扱いしています。

凍

組合員価格で
ご利用

いただけます

東海コープ事業連合
生活サービス事業部 提携課　　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

※ 生協を通さず直接お申し込みされた場合、組合員特典の対象となりません。
※ 引越繁忙期には割増料金となる場合があります。

お引越生 協 で


