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2019年
（平成31年）
用のカレンダーの
ご提供をお願いします。
ユニセフカレンダー募金 とは?

新年用のカレンダーやスケジュール帳・ダイアリーなど、
みな
さまからご提供いただいたカレンダー類を、生協店舗にて募金
形式で頒布し、
ユニセフ募金とする取り組みです。
昨年度は、およそ16万円を募金として公益財団法人日本ユニ
セフ協会に送りました。
「家で使うには余ってしまうけど捨てるのは惜しい…」そんな
2019年
（平成31年）カレンダー類がございましたら、ぜひご提
供をお願いします。
募金用カレンダー提供 受付期間

12月3日（月）〜21日（金）

共同購入・個人宅配・ステーション職員、
または支所・センター・店
舗サービスカウンターにてお受けいたします。
カレンダー募金の開催日は後日ご案内いたします。
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 )

私たちと一緒に新たな一歩、踏み出してみませんか？

生協の介護職員初任者研修

※
（通信課程）

お急ぎ
！
くだ さ い

※通学する傍ら、自宅で所定の課
題学習をして提出することで、
学習を進めていただきます。

申し込み受付中

が受講申し込み
12月21日
（金）
締め切り日となります！

お仕事や家事、通学や課題との両立ができるか心配…など受講に
関するご質問やご心配は、ぜひご相談ください。
開講日時

１月９日（水）～３月11日（月）

2019年

おもに月・水・金曜日の昼間
（9：30～16：30）
を予定

※通学は試験日を除いて17日間です。

研修会場
受講
申込期間

コープぎふ 大洞虹の家

〒501-3125 岐阜市大洞緑山1-1-5

11月12日
（月）
～12月21日
（金）

（定員20名になり次第締め切りとさせていただきます）

受講料

59,500円（テキスト代込）

奨学金
制度あり

コープぎふの訪問介護事業所で修了後半年以内にヘルパーと
して就業し、２年間就労いただくとテキスト代を含む受講料
実費が免除されます。

受講に関するご質問・研修日程など、詳しくは下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
開講案内・申し込み用紙などお送りします。
お問い合わせ
お申し込み

介護事業部

担当 嶋崎・佐藤

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。

51 号

ユニセフカレンダー募金に
ご協力ください!

お問い合わせ

12月３日
（月）〜 12月８日
（土）
配布

☎058-214-6148

受付/8:45 ～ 17:30
( 土・日曜休み )

第40回 ユニセフ
ハ ン ド・イ ン・ハ ン ド 募 金
ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金って？
世界の子どもたちの幸せと明るい未来を実現させるため、
一人ひとりが
「手
に手を取って」
ボランティアとして参加する身近な国際協力活動です。
今年で
40 回目を迎えます。
今年のハンド・イン・ハンドでは、
「すべての子どもに５歳の誕生日を」
とい
うスローガンのもと、
幼い子どもたちの命を守るための支援を呼びかけます。
少しの時間でもだいじょうぶです。あなたも募金の呼びかけに参加しま
せんか。
月日

時間

住所

会場

駿河屋アスモ店
フレスポ飛騨高山
郡上市 大和リバーサイドタウンPio
12月15日(土） 10:30〜12:30 可児市 コープぎふ 可児店
多治見市 コープぎふ 多治見店
アルプラザ鶴見店
10:00〜12:00
大垣市 イオンタウン大垣
JR大垣駅北口通路
10:00〜12:30 恵那市 コープぎふ 恵那店
12月22日(土)
美濃市 サピーショッピングセンター
10:30〜11:30
関市
とれったひろば関
マックスバリュ各務原店
11:00〜12:00 各務原市
アピタ各務原店
13:00〜15:00 岐阜市 JR岐阜駅北口2階歩行者用デッキ
10:00〜12:00
コープぎふ 長良店
12月23日(日)
岐阜市
10:00〜17:00
マーサ21
12月8日(土）

お問い合わせ

住

10:30〜11:30

コープぎふ
くらしの活動部

高山市

☎058-370-6873

宅

リフォーム相談会
日時

会場

受付/9 :00〜17:00
( 土・日曜休み )

参加費無料
当日参加OK

12 月15 日（土）10:00～13:00
ながら虹の家 (岐阜市福光南 12-9)

失敗しないためのリフォームポイント講座も同時開催します。
お買い物のついでにお気軽にご相談ください。

新築スタート講座
日時
会場

参加無料

要予約

（前日までにお電話にてご予約ください）

12 月15 日（土）13:30～16:30
ながら虹の家 (岐阜市福光南 12-9)

これから新築・建替えをお考えの方、何から始めたらいいかがわかる講座です。

住まいの窓・断熱相談会
日時
会場

相談無料
当日参加OK

12 月14 日（金）・15 日（土）10:00～16:00
コープぎふ尾崎店（各務原市尾崎西町 5-30）

寒さや結露のお悩みは断熱がカギです！

お店で『あんみつガラス』
や
『内窓』
の見本を展示して、
ご相談にお応えします。
お買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。

講座の内容・時間割などは電話でのお問い合わせかコープぎふホームペー
ジをご覧ください。
お問い合わせ
お申し込み

コープぎふ
住宅事業部

0120-706-866

受付/9 :00〜17:00
( 月～土 )

おいしい 通信 170
商品案内
12 月 3 週

P15

組合員 さん
                           解凍するだけで食べられて便利
!
アレルゲンも無いので、卵、乳製品アレルギーの 1 歳
の息子も食べられます。息子には、料理酒、みりん、めん
つゆを1:1:1 加えてフライパンで加熱して、まぐろフレー
クにしてあげるとパクパク食べます。夫もそれをご飯と一
緒に食べたりしています。1 回で食べきれない時はまぐ
ろそぼろにしておくと、翌日の朝食の一品になります。

220 鮮味 鮪たたき
凍

250ｇ

P8

かしたくないけど、美味しいものは食べたい”という
時、吉野家の牛丼はすごく助かります。湯せんする
だけだから簡単だし、とても美味しいです。今では必
ず冷凍庫に1 袋はストックしておきたい一品です♪

凍 135ｇ×2

各務原支所

平光功介さんが聴いた声

710

（次回1月1週扱い予定）

アレルゲンの登録方法

恵那中津支所

渡邉慎一さんが聴いた声

645

登録
登録

●アレルギーで気になるものをご登録ください。

アレルゲン表示

●アレルギーで気になるものをご登録ください。

60 歳以上の組合員さん限定の割引デーです！
ほほえみシールの貼付
された組合員カードの
ご提示でお買い物総額から

例えば、12 月 3 週の注文用紙の
該当欄に「1」を記入すると

1 月2 週 か ら ★ が つ
き、商品名にピンク色
の網掛けが入ります

※基本的に２週後から商品名にピンク色の網掛けが入ります

5％割引いたします。

登録は簡単！

年齢を確認できるものと組合員カードをお店のサービスカウンターにお持ちください。
※一部対象外商品があります。

年末年始の営業時間

商品案内では、食品衛生法にもとづく表示義務のある
特定原材料（卵・乳・小麦・えび・かに・そば・ピーナッツ）
の７品目のうち、商品に使用している原材料中のアレルギー物質を表示しています。アレ
ルギー情報は、メーカーからの情報をもとに作成していますが、商品をお召し上がりになる
際には、必ずお手元の商品の表示をお確かめください。

アレルギー物質について

あわせて

アレルゲンの登録をされる方へ
…商品情報に関するメール配信について…
お届けしている商品は安全を確認し、製造を
生協のライフ
プラン
行っておりますが、
アレルゲンに関す
アドバイザ万が一、
ーによる
る商品トラブル（ご案内間違いなど）が判明し
た場合に、ご登録いただいている方へ、生協
より「重要なお知らせ」としてメール配信させ
ていただきます。

2018 年

ご登録ください

http://www.tcoop.or.jp/ef/alrgn.html

2019 年

スマートフォン・タブレットの
方はこちらから
※機種等により読み取れない場
合がございます。

保障 の 個人相談会

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 コープサービス東海職員
開催時間 12：30〜17
：00
または組合員ライフプラン
申し込み 相談会の 3 日前までに
アドバイザー
お電話にてお申し込み
相談時間 お1 人1時間程度
ください。

会

場

献血のお知らせ（400ml献血）
～あなたが届ける 命のバトン 献血～

日

程

会

場

時 間

飛 騨 支 所 （高山市石浦町 6-20）
岐阜西支所 （岐阜市西河渡 1-55）
長 良 店 （岐阜市長良福光南町 7-17）
多 治 見 店 （多治見市京町 4-109）

12 月１6 日（日）

コープぎふ 恵那 店

①１０：00～12：40
② 14：00～16：00

参加者の声

ご協力を
おねがいします。

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。

0120-854-955

コープぎふは「ぎふ献血サポー
ターズクラブ」に加入し献血推
進活動を応援しています。血液
が必要な患者さんを救うため、
皆様の献血へのご理解とご協力
をお願いします。
献血について詳しくは、
岐阜県赤十字血液センター

※ 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。
受付 / 9：00 ～17：00
（土・日・祝休み）

12 月28日（金）
9:00 ～ 20:00
12月29日（土）
（長良店は 21:30）
12月30日（日）
12月31日（月）
全店 9:00 ～ 19:00
1 月 1 日（火）
1 月 2 日（水） 全店お休みさせていただきます
1 月 3 日（木）
1 月 4 日（金） 10:00 ～ 20:00（長良店は 21:30）
通常営業
1 月 5 日（土）

（恵那市長島町中野 2-5-1）

中 濃 支 所 （関市西本郷通 6-4-6）
岐阜南支所 （羽島郡岐南町八剣北 1-209）

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

12 月15（土）
は
ほほえみデー

毎月
15日

登録したい項目に「1」を記入
アレルゲン表示

みなさまのご来店をお待ちしております

コープのお店

注文用紙の裏面左下に
アレルゲン表示欄がございます。
登録したい項目に
「1」をご記入ください。

お問い合わせ
お申し込み

598

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

※アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。

日
程
1月 8 日（火）
1月11日（金）
1月12日（土）
1月15日（火）
1月16日（水）
1月17日（木）

組合員 さん
      昼食で“今日は面倒だから料理なん

103 吉野家 牛丼の具

658

（次回1月2週扱い予定）

商品案内
12 月 3 週

お問い合わせ

コープぎふ
経営企画部

〜17:00
☎ 058-370-6875 受付/9:00
（土・日曜休み）

※ 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.304 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

検索

コープぎふ

