
福祉活動助成金 
第14期（2019年度分）申請受付中 !

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

〜たこやきを食べながら地球温暖化について考えよう！〜

申請締め切りは
2018年11月30日

　福祉活動助成基金は、コープぎふの組合員が参加する岐阜県内
での非営利的な福祉活動を資金面で応援するための基金です。
コープぎふの組合員が参加する活動や事業との関わりを深めなが
ら、地域の福祉活動の応援をしていきます。

共同購入注文書（OCR用紙）の注文欄に注文番
号と数量（口数）をご記入ください。「e-フレン
ズ」（インターネット）でご注文の方は、「注文番号
で注文」の画面から、カンパ、募金番号と数量（口
数）をご入力ください。後日、商品代金と一緒に
登録口座より引き落としさせていただきます。

「福祉募金」は、店舗でも受け付けております。各店舗の専用募金箱
又はサービスカウンターまでお持ち下さい

「福祉募金」を受け付けています

募集要項、申請用紙はコープぎふホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ
お申し込み
資料請求

生活協同組合 コープぎふ 
福祉活動助成基金事務局 058-370-6873☎ 受付/

9:00〜17:00
 （土・日曜休み）

月　日 時　間 会　場 住　所　
10月26日（金） 10時〜 飛騨支所 高山市石浦町6-20
10月30日（火） 14時〜 多治見支所 多治見市旭ケ丘10丁目6-100

11月５日（月） 10時〜 コープぎふ本部 各務原市鵜沼各務原町1-4-114時〜

注文番号 品名 備考

3987 福祉募金 1口� 100円 希望の口数を
記入ください。3988 福祉募金 1口�1000円

助成金申請のための説明会を開催します

Aコース（施設・建物）	 1件100万円、1団体
Bコース（器具・備品など）	 1件20万円、5団体まで
Cコース（調査研究、交流、研究会など）	 1件10万円、10団体まで

　高齢者、障がいのある方、幼児・児童、その他住民の生活を支援する活
動、施設作り、「調査研究活動」「交流会、研究会、シンポジュウム開催」な
どが対象です。

説明会は1時間程度です。事前にお申し込みください。

助成対象は以下の事業です

11月１日（木）10：30〜12:30
コープぎふ本部
（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）

食卓から見える気候と食の変化

講師：小林由紀子さん

参加費：無料 募集：40名
どなたでも参加できます。託児はありませんが、お子様連れの方もご参加いただけます。

10月26日（金）までにお電話にてお申し込みください

エコマン

（e-plus 生涯学習研究所代表理事、環境カウンセラー、  
 家庭の省エネエキスパート）

（総額300万円まで）助成金額は最高100万円までです

日時：

会場：

えこちゃんくらぶ企画

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

このたこやきから
気候と食の変化について
何がわかるのかな？

知って
ほしい
こと

・フードマイレージ
・フードロス
・ローリングストック

えこちゃんくらぶではメンバーを募集しています。１日は午後（13:00〜14:00)から定例会を開催します。これからの活動の相談
などを行いますので、関心のある方はご参加ください。

子育てセミナーの
参加者を募集します

ー「近藤メソッド」でルーティン力を鍛えるー

お金をかけずに冬を快適に過ごす知恵
（家電の賢い使い方）もお話しします。

　この間、好評をいただいている近藤先生による子育てセミナー
を開催します。自己肯定感を育てるために生活習慣づくりが如何
に大切か、その意義と具体的な方法を、ユニークな語り口で分か
りやすくお話しいただけます。子育てや孫育てをされている方に
聞いていただきたいお話です。
　セミナー後は生協商品を試食していただけます。お一人での参
加、お友達と一緒に参加したい方や組合員さんでない方の参加も
お待ちしています。

セミナー後13：00まで、生協商品の試食会（自由参加）

募集人数：100人　　参加費用：300円
託　　児：500円（人数に限定あり）
申し込み：�お電話にてお申し込みください

日　時：11月17日（土）
会場：��瑞穂市総合センター�2F あじさいホール�

岐阜県瑞穂市別府1283番地 JR 穂積駅より徒歩10分

講師：�岐阜大学�地域科学部教授　近藤真
まさのぶ

庸氏

主　　催：コープぎふ

“ 試して、なるほど ” 

子どもの健康力アップ ! 学力もアップ !

10：30〜12：00

10月15日（月）〜10月20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11月1週 44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 163

No.297   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

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。

（増量規格：次回未定）
（通常規格：11月３週予定）

（増量規格：次回未定）
（通常規格：11月2週予定）

組合員　さん��������������� ��フライパンで焼き目が付くく
らい焼いて、ポン酢につけて食べるのが
好きです。枝豆好きの子どもが喜んで食
べます。

　�　　　　　�豆腐が好きで、これは普通の
ハンバーグと比べるとあっさりして美味
しいです。大根おろしを上にのせてポン
酢で食べています。

豆腐バーグ　増量

288円
（税込311円）

340円
（税込367円）

400ｇ（4枚+1枚）
枝豆がんも　増量
300ｇ（8個+2個）

066 067

葬祭サービス 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）

お問い合わせ
お申し込み

対　　応
参加申込み

※　 次回の学習会は2019年2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
コープぎふ　葬祭サービス担当
開催前日までにお電話にてお申し込みください

日　時 会　場
 11月 6 日（火） 10：30

〜
12：00

飛騨支所 （高山市石浦町6-20）
 11月 8 日（木） 多治見店 （多治見市京町4-109）
 11月12日（月） 可 児 店  （可児市下恵土2817-1）
 11月20日（火） 恵 那 店（恵那市長島町中野2丁目5-1）

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お問い合わせ
お申し込み

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。
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

将来に不安を感じていましたが、保障の見直しをした事で、少し安心す
ることができました。本当に助かりました。ありがとうございました。

日　　程 会　　　　　　場
    11月 6 日  （火） 中 濃 支 所（関市西本郷通6-4-6）
   11月 8 日  （木） 多 治 見 店  （多治見市京町4-109）
   11月 9 日  （金）　 岐阜南支所  （羽島郡岐南町八剣北1-209）
  11月10日  （土） 飛 騨 支 所（高山市石浦町6-20）
  11月13日  （火） 岐阜西支所（岐阜市西河渡1-55）
  11月14日  （水） 長 良 店   （岐阜市長良福光南町7-17）
  11月15日  （木） 恵 那 店    （恵那市長島町中野2-5-1）

商品案内
11月 1 週 P5 商品案内

11月 1 週 P5

凍 凍

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）
お問い合わせ
お申し込み

アレルギーの原因となるハウスダスト・ダニ・花粉などをキャッチ！
安全性が確認された吸着剤を使用しています。

７種類のモップの中から選べます。柄は１本無
料でお届けします！４週間毎に新しいモップと
交換となります。

　　　ぜひお試しください ！

詳しくは今週配布のチラシ、または
東海コープ レンタルモップ   検索 
にてご覧ください。

新規登録キャンペーン実施中 ！

スマホ・
タブレットから

写真は人気の
ホームモップ
です。

生活サービス

介 護

CO・OP共済ニュース

コープ共済センター
生活協同組合コープぎふ 　 0120-161-913 受付 /9:00～18:00

（日曜休み）お問い合わせ

「レンタルモップ」のご案内 コープデイサービス蘇原のご紹介

コープのお店
みなさまのご来店をお待ちしております

コープの冬ギフト

10月27日（土）ー28日（日）

農産品は11月25日（日）まで
農産品以外は12月2日（日）まで

お申込み承り中 ！ おトクな早期割引
をご利用ください

 詳しくは店内パンフレット
をご覧ください。

多治見店・尾崎店周年祭
お楽しみ企画計画中！

化粧品全品
２割引セール

全店

コープデイ
サービス蘇原  担当  仲　 ☎058-380-7781受付/9:00～17:00

( 月～金 )

～民家を改修した建物でサービスを提供し、高齢の方に　
ゆったり過ごしていただいています～
住所：各務原市蘇原熊田町３丁目１１１　
サービス提供エリア：各務原市  

昼食は、おなじみの生協の食材で職員が手づくりしています。　
お問い合わせ、見学・体験のお申し込は随時受け付けてい
ます。サービス内容等詳細は、コープぎふのホームページ
をご覧ください。

岐阜西支所
谷藤友哉さんが聴いた声

中濃支所
舟橋孝哲さんが聴いた声

お問い合わせ
お申し込み

早期割引
受付期間

大きなケガではありませんでしたが、打ったところがずっと痛
くて、しっぷも少しずつ使うつもりでしたが、念のためと思い
病院へ通院しました。共済金を請求したところ、対応をとて
も早くしていただけて本当にありがたいです。CO・OP共
済に入っていてよかったです。病院へ行けたことで安心しま
した。ありがとうございます。
※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　Ｋ様より

ありがとうの声を紹介します加入者の方
からの

病院へ行かない予定でしたが、通院して安心できました。

コープぎふＣＯ・ＯＰ共済
107,303人の加入者の輪

（2018年9月20日現在）
共済事業データより


