
住　宅「サマーキャンプ 2018 
in 上矢作」を

日時：7月28日（土）・29日（日）
（13:00～翌9:00 までの予定）

※29日は終了後、上矢作満喫のオプション企画を準備しています。

■旅行企画・実施
東海コープ事業連合旅行センター  名古屋市東区東桜 2-9-1 高岳セントラルビル 7F
愛知県知事登録旅行業第2-1337 号  総合旅行業務取扱管理者 後藤友彦

企画等の詳細はコープぎふホームページ
（6月初旬頃案内予定）でご確認下さい。

開催します !!

本予告でのお申込みはできません。

主　催：コープぎふ恵那中津支所 
場　所：福寿の里モンゴル村（恵那市上矢作町木ノ実3587-1）
費　用： 7,000円／人程度を予定（４名グループでお申し込みの場合）

コープぎふ 恵那中津支所 担当／佐々木・谷井 受付/
9：00～18：00
（日曜休み）70120-256-830お問い合わせ

開催
予告

一泊二食
付き

会場

会場

コープぎふ可児店

コープぎふ可児店

日　時

日　時

参加費無料
当日参加OK

5月26日（土）

5月26日（土）

10:10 ～12:30

13:30 ～16:30

リフォームポイント講座(無料)あります
　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
　11：45～　住まいの害虫とその対策
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～　家づくりはじめの一歩
 14：15～　住まいづくりの「総費用」と「資金計画」
 15：00～　住まいのパートナー選びのポイント
 15：45～　質問タイム・個別相談
新築・建替えをお考えの方へ、何から始めたらいいかがわかる講座です。

参加費　300円 (一名様 ) 要予約（前日までにお電話にてご予約ください）

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

( 月～土 )
お問い合わせ
お申し込み

参加費： 300円（一名様）

リフォーム相談会

新築スタート講座

今年も2泊3日の平和の旅を実施します。
ヒロシマ・ナガサキの地で、あらためて平和について考えてみませんか！

☆�毎年春に実施していた「少年少女ヒロシマの旅」は、今年諸事情により中止となり
ました。そこで夏のヒロシマ企画は子どもの募集を増やし、８／５（２日目）に子ど
も達だけが参加する「子ども平和会議」への参加を予定しています。

募 集 内 容
ピースアクション 
in ヒロシマ

ピースアクション 
in ナガサキ

日程（２泊３日） ８月４日（土）～６日（月） ８月７日（火）～９日（木）

予定行程

●広島平和記念資料館見学
●被爆の証言
●碑めぐり（フィールドワーク）
●子ども平和会議（小・中・高生参加）
●ヒロシマ虹の広場（生協の平和企画）
●8月6日（月）慰霊式典参加 等

●長崎原爆資料館見学
●被爆の証言
● 生協平和のまち歩き 
（フィールドワーク）

●ナガサキ虹の広場（生協の平和企画）
●8月9日（木）平和祈念式典参加 等

募集対象
８名（親子での参加を歓迎します）
※ 子どもは小学4年以上、大人のみも可
※応募者多数の場合は抽選

２名　
※対象は大人を基本にします。
※応募者多数の場合は抽選

＊同行者 職員数名も同行します。

参加費
※ 平和カンパより 

約半額を支援した
金額です。

大人　　22,000円（中学生以上）

子ども　20,000円（小学4年～6年）
大人　30,000円（中学生以上）

※ 参加費には交通費・宿泊費・食事（朝食2回）・イベント参加費が含まれます。
※ 上記金額は広島…親子2名、長崎…大人１名を対象にした金額です。複数の

応募は可能ですが、補助対象を超える方の参加費は全額負担となります。

【締め切り】６月15日（金）

▲2017年ヒロシマ平和記念資料館前にて

ピース
アクション
２０１８

▲破壊された産業奨励館の残骸「原爆ドーム」

● 事前説明・学習会 ７月21日（土） 10：３０～１２：３０
　会場  コープぎふ本部（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
● まとめの会 ８月18日（土）１０：３０～１２：30
　会場  マーサ21  南館  4階マーサホール（岐阜市正木中1-2-1）
※�参加される方は上記の会に出席いただきます。また終了後感想文の
提出をお願いします。

参加にあたって

このイベントに関する運送・宿泊に係わる手配は、（株）トッパントラベルサービスが行っています。
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

 in ヒロシマ・ナガサキ参加者募集

モンゴル式の

ゲルに宿泊して、

上村川（矢作川）で

川遊びをするヨ！

夜は生協商品や
地元の食材を使った

交流会だよ！
星空観察会もしたいなぁ！

上矢作満喫のオプション企画「トマト摘み体験」「アライダシ・エコトレッキング」「カヌー」等を準備中！

親子で
ヒロシマに行って
みませんか？

5月14日（月）〜5月19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５月5週 22号



※ アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

おいしい通信信 143

No.275   各務原市鵜沼各務原町1-4-1　発行：生活協同組合コープぎふ 理事会 コープベル　　0120-706-887 コープぎふ

※　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

（次回扱い未定）

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。
（不定期扱い予定）

組合員　さん

おからパウダー
（乾燥おから）

もなかアイス
（バニラ）

80ｇ

130ml

１㎏ 

3629

１㎏ １㎏ 

全粒粉とブラウンシュ
ガーのホットケーキ3456

287

（税込149円）（税込149円）
138円

（税込753円）（税込753円）
698円

（税込307円）（税込307円）
285円

飛騨支所
倉家雄二さんが聴いた声

葬祭サービス

生活サービス

葬儀学習会のご案内

☎058-370-6038葬　　祭
サービス

受付/9：00～17：00
（日曜休み）

葬　　祭
サービス

お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ　葬祭サービス担当対　　応
開催日前日までにお電話にてお申し込みください参加申込み

※　 次回の学習会は9月に開催を予定しています

日　　程

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　　●質疑応答　

日　　　時 会　　　　　場
6月 6 日（水） 10：00

～
12：00

中濃支所    （関市西本郷通 6 - 4 - 6）
6月 8 日（金） 尾崎店       （各務原市尾崎西町 5-30）
6月11日（月） 岐阜南支所   （羽島郡岐南町八剣北1-209）
6月14日（木） ながら虹の家　（岐阜市福光南町12-9）

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
6月 5 日 （火） 中 濃 支 所（関市西本郷通6-4-6）
6 月 7 日 （木） 多 治 見 店（多治見市京町4-109）
6 月 8 日 （金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）
6 月 9 日 （土） 飛 騨 支 所（高山市石浦町6-20）
6月13日（水） 長 良 店（岐阜市長良福光南町7-17）
6月14日（木） 恵   那   店（恵那市長島町中野2-5-1）

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

大変丁寧にわかりやすく、ひとつひとつの契約内容について教えてい
ただき、ありがとうございました。

飛騨のミルクの
旨みたっぷりの
アイスクリーム
です。自家製の
もなかの皮で
包みました。

共同購入事業 ぎふを食べよう みなさまのご来店をお待ちしております

生協のハウスクリーニング 初夏キャンペーン！！
【申込期間】  5月7日（月）～6月15日（金）
【作業期間】  7月28日（土）まで

通常組合員価格より10%OFF

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

普段お手入れの行き届かないとこ
ろもプロの技でスッキリお掃除！
家庭用壁掛けエアコン（2台目以降割引
あり）レンジフード、浴室その他、各種
セットサービスがあります。

※詳しくは生活サービス事業部へお

問い合わせいただくか、ウェブサイト

をご覧ください。

＋
＊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

毎月
第4日曜日 5月27日（日）〝ぎふっこカードデー〟

蔵

凍

コープのお店

【牧成舎/国内製造】

おからパウダーおからパウダー

P17商品案内
5月 5週

尾崎店感謝day
5月26日（土）～27日（日）
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
　皆様のご来店をお待ちしています

                生のおからじゃないから保
存がきくし、使いたい時に使えます。
身体に良いしハンバーグやコロッケの　
かさ増しにも使えます。ダイエットにも！

P59商品案内
5月 5週 　 　　　　　材料が国産で安心できる　

上に、フワフワに作れて、子ども達が「今
までで、１番おいしい！！」と、喜んで食べて
いました。

商品案内
5月 5週

別チラシ
（アルファフード製菓材料）

西濃支所
中川大輔さんが聴いた声


