
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

第２回総代会議   みんなでおしゃべりしませんか！
「わたしたちの声でつながる生協」を
　　　　　　実感できる総代会にしましょう。

お問い合わせ
お申し込み

それぞれの開催地区（支所）までご連絡下さい
受付/9：00〜17：30（日曜休み）

※�開催時間は10：00～12：30（予定）となります。
（午後企画のある会場もございます）
※�開催日程・会場は変更となる場合がございます
のでご了承下さい。

お申し込み締切
3月24日（土）

コープぎふの組合員
であればどなたでも
参加できます

第20回通常総代会に向けて「議案の提案」や「質疑」を行う事前検討会を開催します。
「わたしの声で生協をつくる、わたしの声が生協の活動につながる」そんな会に参加しませんか！
コープぎふの組合員であればどなたでも参加できます。
詳しくは、それぞれの開催地区（支所）までお問い合わせ下さい。

会場のようす

開催地区 開催日 会場 お問い合わせ先

飛　騨
4月21日（土）

石浦うらら館 0120-398-665
4月23日（月）

益　田 4月18日（水） 釜ヶ野集会所 0120-398-675

恵那中津
4月14日（土） 恵那店

0120-256-8304月17日（火） 中津川文化会館
4月19日（木） 恵那中津支所

多治見

4月18日（水）
可児店

0120-278-752
4月19日（木）
4月21日（土） 多治見支所
4月23日（月） 瑞浪産業振興センター
4月24日（火） 多治見店

中　濃
4月23日（月） 中濃支所

0120-295-130
4月26日（木） やまと総合センター

（郡上市大和町徳永290番地）

各務原
4月23日（月）

本部（各務原支所2階） 0120-245-583
4月26日（木）

開催地区 開催日 会場 お問い合わせ先

岐阜南
4月16日（月）

岐阜南支所 0120-453-277
4月20日（金）

岐阜西

4月12日（木） 大野町総合町民センター
（揖斐郡大野町黒野990番地）

0120-388-7314月17日（火）
ながら虹の家

4月26日（木）
4月21日（土） 岐阜西支所

西　濃
4月21日（土）

西濃支所
0120-479-0114月24日（火）

4月26日（木） 青年の家（予定）

☎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

国境のナフ川を手作りのボートで渡り、避難
してきたロヒンギャ難民の家族。

©UNICEF/UN0144601/BROWN

OCR 注文用紙に右記の注文番号と
数量をご記入ください。（eフレンズ、
電話注文でも受け付けております）募金の方法

ユニセフ緊急募金（ミャンマー・ロヒンギャ難民支援）
ご協力お願いします。

注文番号 品　名
3985 一口� 100円
3986 一口� 1,000円

　昨年夏に、ミャンマーで激化した暴力から逃れるために、少数民族ロヒン
ギャの人々が、急激な勢いで隣国のバングラデシュに避難しています。
　避難先ではすでに地元住民の人口を上回る65万人以上の難民が押し寄
せ、過密するキャンプや仮設居住区で避難生活を送っています。この難民危
機により、両国を併せて72万人の子どもを含む120万人もの人々が、命と
安全を守るための緊急の人道支援を必要としています。
　ユニセフは、子どもたちのライフラインを維持するために全力で救援に
当たっています。しかし、一刻を争う現地の状況に対し、必要な活動資金は
圧倒的に不足しています。
　ユニセフは、難民危機に巻き込まれたロヒンギャの子どもたちと受入れ地域
の子どもたちを守るため、資金協力を国際社会に要請しています。

店舗には募金箱をおいております。

�◆ロヒンギャ難民とは
ロヒンギャは、ミャンマーで迫害されてい
るとされる、少数派のイスラム教徒の人々
です。バングラデシュと国境を接するラカ
イン州で暮らしていますが、無国籍で移動
の自由も認められず、貧困状態に苦しんで
います。2017年8月下旬以降、ロヒンギャ
の人々に対する暴力行為が激化している
ため、安全を求めて、65万人以上の人々が、
ボートに乗って国境を越え、バングラデ
シュへの避難を余儀なくされています。

認
知
症
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厚生労働省の取り組みである「認知症を知り地
域を作るキャンペーン　認知症サポーター100
万人キャラバン」の一環として認知症サポー
ター養成講座を開講します

※どなたでも、ご参加いただけます。
※男子会メンバーの「誰かの役に立ちたい」という発言を基に取り組みます。

第11回 コープぎふ男子会交流会 を

コープぎふ くらしの活動部 担当 / 桜森

養成講 座

3月31日（土）10:00〜12:00
会　場:�コープぎふ各務原支所�大会議室�

（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）�

参加費:�100円�(テキスト・オレンジリング代)※募集40名。�
（当日参加もOKですが、資料など準備のため事前にお申し込みください。）

現在、85歳以上の4人に1人は認知症の症状があるといわれます。ご家族やご
近所、お知り合いの方等、接し方に戸惑うことはありませんか?　認知症状を
持ちながら地域で生活されるかたは、今後も増加することが予測されます。認
知症サポーターは、何かを特別にするわけではありません。まず、認知症を理
解し、関わり方などについて学びましょう。

認知症サポーターとは…

介護福祉の実務者から
学びます

主　催
 生活協同組合コープぎふ

「男子会」

認知症サポーター

3月12日（月）〜3月17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

2018年３月5週 13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

このカットベーコン
重宝してるの！

カット野菜もあれば、もう
材料を切らなくていいし、
包丁やまな板を洗う手間も
省けていいみたい♪

これがあれば 主人や子どもも 
手軽に炒め物を作ってくれるの

佐藤

なるほど、
便利ですね！

お気に入り
なんですね

ありがとう
ございます

佐藤 佐藤
co・op co・op co・op

カット
ベーコン

カット
ベーコン

カット
ベーコン

カット
ベーコン

カット野菜

おいしい通信信 133

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ＣＯ・ＯＰ共済センターお問い
合わせ

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

コープぎふＣＯ・ＯＰ共済
107,601人の加入者の輪

※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。

※コープ共済元受共済加入者数
  （2017年3月20日現在）

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。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。

大垣市にお住まいのI様より

（2018年2月20日現在）
共済事業データより

住　宅

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
受付/9：00～17：00（土・日・祝休み） 　0120-854-955
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お問い合わせ

お申し込み

日　　程 会　　　　　　場
4 月 4 日 （水） 可 児 店（可児市下恵土2817-1）
4月10日  （火） 中 濃 支 所（関市西本郷通6-4-6）
4月12日  （木）　多 治 見 店（多治見市京町4-109）
4月13日（金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）
4月14日（土） 飛 騨 支 所（高山市石浦町6-20）
4月17日（火） 岐阜西支所（岐阜市西河渡1-55）
4月18日（水） 長 良 店（岐阜市長良福光南町7-17）

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。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。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。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

お一人　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

商品案内 3月5週・P6

CO・OP共済ニュース

生協のＣＯ・ＯＰ共済のことは前からチラシを拝
見し、気になってました。孫が野球を始めて３年目、
高学年になるとケガなど心配になり、加入しまし
た。加入してすぐに野球の練習中、転んで擦り傷
を負い、2日間ケガ通院して共済金を頂きました。
ありがとうございました。

ありがとうの声を紹介します

380
410（次回4月2週 扱い予定）

リフォーム相談会　

ここから始める新築スタート講座

場所

場所

参加者アンケートから

ながら虹の家（長良店北側）

ながら虹の家（長良店北側）
新築１年生のための、わかりやすい講座です。

日　時

参加費無料
当日参加OK

日　時

3月24日（土）

3月24日（土）

10:10～12:00

13:30～16:30
300円(大人1名様)

■10：10～　リフォーム相場と見積書の見方
■11：00～　屋根・外壁　塗替えのポイント
■11：40～　相談対応
お住まいの気になることを、お買い物のついでにお気軽にご相談ください。

■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

・住宅を建てるにあたり、いろいろな税金がかかったり控除を受けるにはどうしたら良いのかを
理解する事が出来ました。この様な事を考えながら予算や建物を考えたいと思います。

参加費 要予約（前日までにお電話にてご予約
　　　　　　　　　ください）

参
加
者
の
声

今入っている他社の保障商品についても本当に必要な保障を提案して
もらえたので、良かったです。

＋
＊一部対象外商品もございます

＊電子ぎふっこカードもご利用いただけます

恵那店春まつり
店頭での催しや、生産者・メーカーの皆さん　
による試食などご用意しています。

3月24日（土）ー25日（日）

3月25日（日）11時～
まぐろの解体市開催！お楽しみに♪

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

5%割引いたします

～ピアノ販売会のお知らせ～

春の生協 ピアノまつり
新品・中古のピアノをご用意しています。
日時：3月31日（土）
　　  4月 1日（日）
　　 10：00～
                 18：00

場所：音の工房
　　　鈴鹿市神戸3-24-35（駐車場有）
　　　0120-099-293（火曜定休）

詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

岐阜西支所

土井さんの日報より
益田支所

佐藤 彰さんの
日報より

手間いらずで、使い方がいろいろありそうですね。
この前、おみそ汁に入れるという声もいただきました。

職員より
コメント※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

380380
料理用カットベーコン
（無塩せき）

073

200ｇ凍

3月25日（日）は
〝ぎふっこカードデー〟

コープぎふ
住宅事業部 　 0120-706-866 受付/9:00～17:00

( 月～土 )
コープぎふ
住宅事業部

お問い合わせ
お申し込み

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）
東海コープ事業連合
生活サービス事業部

お問い合わせ
お申し込み

ピアノは時間が経つ
につれて音や部品に
狂いが出てきます。
長い間お手入れしな
いと正常に戻らない
ことも…定期的な
調律がおすすめです！
ピアノの種類・大きさ・新旧にかかわらず一律料金！

組合員価格9,800円（税込10,584円）
乾燥剤（別料金）は2個セット3,000円（税込3,240円）
必要に応じてお申し込みいただけます。

生活サービス事業 ピアノ調律

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

リフォームポイント講座

コープのお店 みなさまのご来店をお待ちしております。
毎月

第4日曜日


