週刊
2018年8月3週

7月30日
（月）〜 ８月４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。

33 号

「2018年7月西日本豪雨緊急支援募金」 被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名
にご協力ください!
「ヒバクシャ国際署名」に

ご協力をお願いします!

この度の豪雨は、岐阜県内と西日本の各地に甚大な被害をもた
らしました。被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

今週署名用紙をお届けしています。
あなたの思いを署名に託し国連へ

コープぎふは、被災地域の復興と被災された皆様の一日も早い生活再
建を願い、緊急募金に取り組みます。皆様のご協力をお願いいたします。

昨年までに500万筆を超える賛同の思いが国連に
届けられ、核兵器禁止条約採択の大きな力となりま
した。今年も署名を継続しています。今後、更に世界
的な世論を広げて、禁止条約に参加する国を増やし
ていく運動を後押ししましょう!

◇募金箱の設置
期間：7月13日（金）
〜8月5日
（日）

コープぎふの店舗に設置しています。

◇共同購入注文用紙での募金
（OCR募金）
8月3週33号の商品注文受付時に募金いただけます。下記の注文番号と口数を

ヒバクシャ国際署名とは…

ご記入・ご入力ください。
（8月11日
（土）
が締め切りとなります）

注文番号

◇ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える署名運動で、国内外のすべての国に「核

募金名

兵器を無くす条約に参加すること」
を働きかける国際的な運動です。

3891

18年7月西日本豪雨緊急支援募金

1口 1,000円

3892

18年7月西日本豪雨緊急支援募金

1口

◇集められた署名は、国連(ニューヨーク)に2020年まで毎年送り続けます。

署名参加のよびかけ

100円

◇署名にご協力をお願いします。これまでに署名された方は署名用紙を活用い

※４桁・６桁注文番号欄に注文番号と数量をご記入ください。

ただき、ご家族やお知り合いの方にお声かけをお願いします。

◇募金の活用

◇署名いただいた用紙は配達担当者、各支所、各店舗にご提出ください。

お寄せいただいた募金は岐阜県内と、西日本各地の被災者・被災地域の支援

として活用します。分配に関しては、日本生協連の募金方針や情報を参考に

お問い合わせ コープぎふ

くらしの活動部

して送金します。

☎058-370-6873

受付/9 :00〜17:00
( 土・日曜休み )

〜平和大すき ! 平和っていいね〜

8月18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）
〈ステージ企画〉
みんなで一緒に歌おう
（フォークグループ伊舞木座）

参加
無 費
料

〈コーナー企画〉
平和の絵を書こう
昔のあそびをやってみよう

ながら児童合唱団による合唱

平和のパネル展

キッズダンス
布芝居
ピースアクション in
ヒロシマ・ナガサキ参加報告

お知らせ

1

おりがみ＆しおりを作ろう

ハーモニカ演奏
きょうされんの仲間のダンス

♥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 !

ピースアクション in
ヒロシマ・ナガサキ報告会

同日開催 :10:30 〜 12:00

マーサホールの隣会議室

絵本マンガ読み間かせ

※この夏、コープぎふより 11 名が参加します。
報告会に多くの方のご参加をお待ちしています。

被爆者の体験を聞こう
岐阜空襲資料展示
平和のアニメ上映

お知らせ

2

平和クイズラリーにチャレンジ！
プレゼントを用意しています。

主催 : こども平和ひろば実行委員会

原爆と人間展

8 月 18 日
（土）
〜 30 日
（木）
マーサ 21 2 階マーニャンの
みんなの作品展掲示板で開催

・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
・岐阜県ユニセフ協会・ぎふ西部子ども劇場・ぎふ山県子ども劇場

・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

後援 : 岐阜市、岐阜市教育委員会

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）

おいしい 通信 154
商品案内
8月3週

P12

組合員 さん これは色々な料理に使えて便

利です。野菜と炒めたり、肉じゃがの肉の
代わりに入れたりします。美味しいです！

サラダチキン

143

商品案内
8月3週

組合員 さん 夏になるといつも買い置きし

P51

ます。いつでも作れて助かります。そう
めんみたいな、真っ直ぐな麺で美味しい
です！

3277 手延べの冷し中華

（プレーン鶏肉煮）

288

842.4g( めん 90ｇ+ スープ + やくみ）×６

多治見支所

渡邉直人さんが聴いた声

311

790 円

（次回扱い未定）

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

みなさまのご来店をお待ちしております

コープのお店

お盆期間も通常通り営業いたします
8月11日（土・祝）〜12 日（日）
9：00 〜 20：00

8月13日（月）〜15日（水）
9：30 〜 20：00

コープサービス
東海職員
開催時間

12：30〜17：00
相談時間
申し込み

相談会の 3 日前までにお電
話にてお申し込みください。

※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。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。

TVCM みてほしいのだ！
2018 年 7 月 30 日〜
8 月19 日まで 放映中！

可

児

店 （可児市下恵土 2817-1）

8月 23日（木） 尾

崎

店 （各務原市尾崎西町 5-30）

お1人1時間程度 8月 29日（水）

ありがとうの 声 を 紹 介します

岐阜市にお住まいの M 様より

日
程
会
場
8月 18日（土） 芥 見 店 （岐阜市芥見南山 3-2-17）
8月 21日（火） 益 田 支 所 （下呂市萩原町西上田 1737）
8月 22日（水）

※コープ共済元受共済加入者数
（2017年3月20日現在）

（2018年6月20日現在）
共済事業データより

要予約

相談無料

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。
相 談 員

コープぎふＣＯ・ＯＰ共済
107,450 人の加入者の輪

子どもが生まれたのでＪ1000 円コースに加入しました。当初は
子どもの医療費は市の控除があり、窓口負担は無料なのでＣＯ・
ＯＰ共済への加入を迷っていましたが、掛金がお手頃だったの
で、何かあったときの備えになればと思い、加入しました。

※長良店は 21：30 まで

保障の 個人相談会

（税込 853 円）

岐阜南支所

佐々木陽子さんが聴いた声

8月 24日（金） 西 濃 支 所 （大垣市古宮町丸池 129-1）

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。
※ 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。

お問い合わせ
お申し込み

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

インターネット注文サイト

ぜひご登録下さい

0120-161-913

コープ共済センター
お問い合わせ 生活協同組合コープぎふ

住

受付 /9:00 〜 18:00
（日曜休み）

宅

コープぎふ 住まいるフェア
8月18日（土）10:00〜16:00 コープぎふ恵那店
参加費無料

便 利にご利 用 い ただい て います！

会場

※ご利用いただくには、スマートフォン・パソコン等で e -フレンズ会員
登録（会費無料）が必要となります。

注文締切前にメールが受けとれます
〈組合員さんからの声 ･･･〉

注文締切案内メール 2（19 時頃配信）

もう少し遅い時間に配信があると助かるのに…
（スマートフォンの画面）

ご注文忘れでないか、お知らせします。
注文締切日の 15 時頃、19 時頃にそれぞれご注文がお済みでない場合は締切メールを
受け取ることができます。

②14：10 〜 新築コストダウンの7つの法則
14：50 〜 質問＆相談タイム
＊＊夏休み工作体験＊＊ 10：00 〜 16：00

タイルと端材を使ってネームプレートやコースターなどを作ります。

住まいの何でも相談会＆夏休み工作体験

8月20日（月）10:00〜12:00

コープぎふ芥見店店頭（岐阜市芥見南山 3-2-17）
予約不要

小さな修繕から、耐震補強、リフォームなど、専門家にお気軽にご相談下さい。

◆夏休み工作応援企画

操作方法等についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい
e-friends@tcoop.or.jp

要予約

②10：55 〜 わが家の寿命をあと20年延ばすコツ

◆住まいの相談会

こちらから登録画面にもすすめます

0120-502-009

新築の基礎講座

①13：20 〜 ローン減税と補助金と税制特例

会場
東海コープ e ｰフレンズ

e -フレンズ内の「マイページ」の画面から 右の 2 次元コードからもできます。
ご希望の項目にチェックを入れるだけ。
※e-フレンズ会員でない方は、

東海コープ
e-フレンズサポートセンター

予約不要

（恵那市長島町中野 2-5-1）

①10：10 〜 こっそり話す リフォーム業界の裏事情

12：20 〜 質問＆相談タイム

その時間は仕事で忙しくてメールを見てないの！

お問い合わせ

リフォームの基礎講座
③11：40 〜 屋根・外壁塗り替えのコツ

15 時に締切のメールが届くのですが、ちょうど

●メール配信をご利用になるには･･･

興味のある講座や相談のみの参加もＯＫ！

受付/9:30〜17:30
( 日曜休み )

※時間外に受信しましたメールについては、翌営業日の受付時間内で対応します。

前日までにご予約ください。

『ステンシル貯金箱づくり』参加費：1 個 1500 円
製作時間は約 2 時間
お問い合わせ コープぎふ
お申し込み 住宅事業部

親子限定 15 組

エプロン持参もしくは汚れてもいい服でご参加ください。
:00〜17:00
)
0120-706-866 受付/9( 月〜土

※ 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.286 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

