
ユニセフカレンダー
募金のご案内
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、173,335円を公益社団法人日本ユニセフ協会に
募金しました。
　みなさまのご協力をお願いいたします。

開催日 時間

長 良 店 １月４日(金) 10：00～15：00
１月５日(土) 10：00～15：00

芥 見 店 １月４日(金) 10：30～12：00
恵 那 店 １月５日(土) 10：00～12：00
多 治 見 店 １月５日(土) 9：00～12：00
可 児 店 １月９日(水) 9：30～12：00
尾 崎 店 １月11日(金) 10：00～12：00

◆開催日程

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。
昨年も開催し、多くのご相談をお受けしました。
お買い物のついでにお気軽にお立ち寄りください。

昨年参加された方の声
店で説明を受けてからトントン拍子に話が進み工事に

至りましたが、対応された方に親切にして頂きとても

感謝しております。今シーズンの冬は暖かく結露の心

配なく過ごせそうです。

コープぎふ恵那店
（恵那市長島町中野2-5-1）
会場

１月11日（金）・12日（土） 
10：00～16:00

日時

募集！ 説明会を

開催いたします 

サラリーマンの妻のための
ライフプランアドバイザー(LPA)と学ぶ学習会

要予約無 料

サラリーマンの源泉徴収票から、所得税のしくみや今話題の配偶者控
除についてわかりやすく解説し、主婦の働き方と税金の関係などの疑
問を解決します。また、確定申告で押さえておきたい医療費控除の基
本的なこともお話します。

●各日程の前日までにお電話にてお申込みください。　
●開催時間：10:00～12：00　●持ち物：筆記用具・電卓

年齢経験は問いません!
一緒に活動しませんか？
興味のある方は、ご連絡ください。

●日時： 2019年2月5日（火） 
15:00～16:00

●場所：コープぎふ本部  
●担当窓口：岡村・千葉

住　宅 コープのお店

って　  する税金の話知 　  得

●持ち物：筆記用具・電卓●持ち物：筆記用具・電卓

組合員LPA
(ライフプランアドバイザー）  

住まいの窓断熱相談会住まい住まい住まい みなさまの
ご来店を
お待ちして
おります

組合員カードのご提示で
お買い物総額から

年末年始の営業時間

2018年

12月28日（金）
9：00～20：00

（長良店は21：30）12月29日（土）

12月30日（日）

12月31日（月） 全店9：00～19：00

2019年

1 月 1 日（火）
全店お休みさせて
いただきます

1 月 2 日（水）

1 月 3 日（木）

1 月 4 日（金）10：00～20：00（長良店は21：30）

1 月 5 日（土） 通常営業

日　程 会　場
１月22日（火） 各務原支所（各務原市鵜沼各務原町1-4-1）
１月24日（木） 飛騨支所（高山市石浦町6-20）
１月25日（金） 岐阜西支所（岐阜市西河渡1-55）

１月29日（火） 西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）
可児店（可児市下恵土2817-1）

２月 1日（金） 岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）

2019年

5％割引いたします。
＊ 一部対象外商品があります。  

12/28（金）と1/6（日）は
2018

1/61/6
2019

5％オフ セール！
相談は
無料

くらしのお金について勉強しています。組合員同士の学習の場をめざしています。LPAより

12月17日（月）～12月22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 刊週 刊

2019年１月２週 2号



白桃ジャムでフルーツサンドを
作ったの ! パンにクリームと白桃
ジャムをぬって完成よ ! これだけで
子どもが喜んで食べてくれたの !

果肉がゴロゴロ入ってるから食べ
応えあるもんね ! ジャム単品で考え
たら少し高いけど、フルーツサンド
が作れるって思ったらいいね♥

なるほど～
うん
　うん

カンタン
ですね !

佐竹

佐竹
co・op佐竹

co・op

でしょ？
また子どもに作ってあげようと
思ってるの !

とっても美味しそう
ですね !

co・opco・op

No.305

ジャムでフルーツサンドが作れるなんて驚きです !ごろっとした
桃の果実がたっぷり入った、食べ応えのあるジャムならではの
使い方ですね。

171
西濃支所

佐竹美穂さんの

日報より

13：00〜17：00
�※�共済・保険の専門職員がその場でご質問、
���ご相談を承ります。お気軽にお立寄り下さい。

◦満期が近い　
◦商品提案を受けている
◦保険料を節約したい…　など

よろしければ保険証券をお持ちください

日　　程 会　　　　　　場
1月16日（水） 長 良 店   （岐阜市福光南町 7-17）
 1月17日（木） 多 治 見 店　（多治見市京町 4-109）
 1月19日（土） 芥 見 店　（岐阜市芥見南山 3-2-17）
 1月23日（水） 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）
 1月24日（木） 恵 那 店　（恵那市長島町中野 2-5-1）
  1月30日（水） 可 児 店    （可児市下恵土 2817-1）
1月31日（木） 尾 崎 店 （各務原市尾崎西町 5-30）

時　間

無　料・予約不要

店頭にて
開催いたします 保 障 相 談 デ ー

＜　ご注文からお届けまで　＞

注文提出企画週の
商品案内から選ぶ

通常注文と一緒に
専用の注文用紙を提出 生協が商品を発送 商品の

お届け

スマイル便について詳しくは、配達担当者またはご利用の支所までお問い合わせください。

発送日（金のみ）の翌週請求日となり、他の商品代
金と同様に、口座引き落としとさせていただきま
す。

◉�お支払いについて

◦�代金は、商品代金（税込）＋宅配料（税込）となります。※箱代サービス
◦�宅配料金は、お届け先地域によって異なります。※地図の料金はドライ商品の送料です。
◦�それぞれ同じ種類（「ドライ」または「冷凍」）で箱が複数になった場合でも、
　１箱分の送料でお届けします。
◦�「冷凍商品」の送料は、「ドライ商品」の送料　＋324円（税込）となります。
    ※�紙類（コアノンなど）や飲料（缶やペットボトルなど）の箱入りの商品は
    　１ケースにつき１箱分の送料が必要となります。

◦��商品はヤマト運輸にて発送させていただきます。
◦��お届け時間帯をご指定いただけます。

◉�代金・宅配料金について

一人暮らしのお子さんや単身赴任のご主人などのお買い物をお手伝いします。�生協が箱詰めし、
発送するので、�組合員さんはいつものご注文と一緒に専用の注文用紙をご提出いただくだけです。

離れてくらす大切な
ひとへお届けします のご案内

北海道北海道
1,080円1,080円

青森青森
秋田秋田 岩手岩手
864円

山形山形 宮城宮城
福島福島
648円648円

648円648円648円648円

648円648円

茨城
千葉

栃木
茨城
千葉

栃木
群馬群馬
埼玉埼玉
東京東京

山梨山梨山梨神奈川神奈川

新潟新潟

長野長野石川石川
福井福井

富山富山

静岡静岡岐阜岐阜
愛知愛知

三重三重

507円507円和歌山和歌山

大阪大阪
奈良奈良

京都京都
滋賀滋賀兵庫兵庫

鳥取鳥取島根島根
岡山岡山広島広島山口山口

福岡福岡
大分大分
宮崎宮崎

佐賀佐賀
長崎長崎
熊本熊本
鹿児島鹿児島

864円864円
864円864円

沖縄沖縄

2,268円2,268円

徳島徳島
香川香川愛媛愛媛

高知高知

756円756円

どうしても不規則
になりがちな食事
をきちんとバラン
ス良く摂って欲し
くてはじめました。

冷凍食品の利用が
できるスマイル便
はとても助かって
います。
その上、送料が安
いのもうれしいで
すね。

⇒配達担当者よりお渡しします。
　　　　　お声がけください。

◉�専用の注文用紙で
　　　　　ご注文ください。

◉注文可能な商品
商品案内（食品＆雑貨・キャロット）
及びいつでも注文カタログに掲載の
商品からご注文ください。
※冷蔵商品（商品名の下に　 がついてい
る商品）、アイスクリーム、賞味期限や品温
管理の関係でたまご等の日配商品やパン
類、一部の野菜・果物などはご注文いただ
けません。詳しくはお問い合わせください。

蔵

※料金は2018年10月1日現在のものです。

組合員　さん　の声

※ コープぎふのホームページからも
印刷できます。

葬祭サービス

年末年始
葬祭サービス窓口のご案内

ご葬儀の受付　365日24時間
事前相談の受付　9:00～17:00
　12月22日（土）～1月3日（木）は葬祭
サービス提携社「ライフサポート㈱」が対応
いたします。

【　　　　　　　　　　　　　　 】

年末年始も葬儀のお申し込みや事前相談に
ご対応します。

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回2月1週扱い予定）

445

商品案内 1月2週・P24

（税込483円）
448円

大きな果肉の白桃ジャム
（プレザーブスタイル）
360ｇ


