
おしゃべり会

入園者募集中！ ！

『農業体験』してみませんか？

■野菜栽培初心者でも、安心して農業体験ができます。
　■園主が資材（苗・肥料・農具）の準備から栽培指導まで行います。
　　■収穫できた野菜は、各ご家庭の食卓でお楽しみください。

農作業の基本的ノウハウが学べます。
仲間づくり・健康づくりの為に、ぜひご参加下さい。

ー JAぎふが取り組む体験農園ですー

お問い合わせ
お申し込み

JA ぎふ本店
資産相談課 　 058-265-3627受付/9:00〜 17:00

(土・日・祝休み)
担当
村下

・1年間楽しく作業できました。美味しい新鮮な野菜を食卓に並べられて幸せでした。

・�説明が分かりやすくてよかったです。今まで何気なく野菜を食べていましたが、�
野菜づくりの大変さがよく分かりました。

参加者
の声

内容
栽培予定  ：春夏（とうもろこし、枝豆、なすなど　６種類）
                秋冬（白菜、大根、ブロッコリーなど　６種類）
 利 用 料 　 ：１区画２０㎡　年間28,000円（一括払い）
利用期間  ：2019年３月～ 2020年2月
体験場所  ：①ベジタウン・イワタ（各務原那加日新町4丁目40）
　　　　　②ファミリーはぐり（羽島郡岐南町三宅6丁目95）
　　　　　 ③ふれあい農園みずほ（瑞穂市生津天王町2丁目60番2）
募集期間  ：１次締め切り２月末日（３月以降の随時申し込みも可。）
              お電話にてお申し込みください。
   主 催    ：ＪＡぎふ
   協 賛    ：コープぎふ

〈開発商品試食販売〉

・大垣養老高校食品科学科

・揖斐高校生活環境科　　

岐阜聖徳学園大学 

　本多先生の食育教室 ◦海津のトマト生産者

◦養老の飼料用米生産者
お楽しみ抽選会もあるよ！〈生産者と話そう〉

〈和菓子、洋菓子の販売〉 

・揖斐菓子庵 みわ屋

・霞渓舎わかも会

〈外での販売〉

・米粉クレープの「ティアレ」

・豚とうふ丼の「D’s kitchen」

・やきそば「衣笠製麺」

地産地消のつどい西濃地域 入場
無料

第7回
２月２3日（土）10：00 ～ 14：00【　日　時　】

ＪＡにしみの ふれあいホール（大垣市東前町９５５－１）【　会　場　】

主催:�西濃地域地産地消のつどい�
�実行委員会

後援:�岐阜県、大垣市、池田町、JAにしみの

会場には、約30の
生産者・団体および
グループのみなさんが
参加予定です。

10:00 ～ 開会
オープニング : ほなみ太鼓

各
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10:40 ～ チームミナモと遊ぼ

11:00 頃 生産者と話そう
体験コーナー START

11:15 ～ こども 餅つき体験

12:20 ～ チームミナモと遊ぼ

12:45 ～ こども 餅つき体験

13:30 ～ 餅まき

14:00 閉会

〈体験してみよう〉

・11:00 ～ほうじ茶ミルク作り

・12:00 ～レンジで豆腐作り

・12:00 ～ふりふりバター作り

・模擬牛の乳しぼり(いつでも)

無料

〈『知ろう』『食べよう』『買おう』コーナー〉

地元生産者のこだわり商品販売

プリン・ヨーグルトの詰め合わせ、地元野菜、

地元食材の丼もの、米粉クレープ、和・洋菓子、

大垣養老高校開発商品、などおたのしみに。

西濃を知ろう
西濃で作っ

ているもの
、

知ってる？

食べよう
いっぱい食

べて

買って帰ろ
う！

話そう
生産者の

お話しを

聞いてみ
よう！

〈こども餅つき体験〉

11：15〜、12：
45〜

チームミナモ体操

ちゃちゃまるも来場

10:40、12:20

〈オープニング〉

ほなみ太鼓（川並土曜塾）

10:00 ～

2月11日（月）〜２月15日（金）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

2019年２月4週 9号

CO・OP共済ニュース

10年満期の

生命、入院、がん保障

詳しくは商品パンフレットなどをご覧ください。
契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

〈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。

K-73556-1901

ライフステージに
合わせて

保障の見直しが
できるのだ！

《あいぷらす》の主な特長 加入年齢：満18歳～満70歳
※年齢によって保障限度額が異なります。

手頃な掛金で最高3,000万円までの生命保障

10年満期だから、くらしの節目で見直しができます

入院・手術とがんの保障をプラスできます

１

２

３

の
資料請求はこちら！



※�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 178

No.312   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。
（次回3月2週扱い予定）（次回3月4週扱い予定）

組合員　さん　�　　　　　���� � �冷凍のパンですがトース
ターで焼けますよ。焼きたてのような味
で、パリッとした固さもしっかりあります。
中はフワッとしていて、バターが入ってい
るからとても美味しいです。

340ｇ（4本） 6枚

805

商品案内
2月4週 P44商品案内

2月4週 P40

凍
蔵

�����������������������������そばやうどんに入れ
たり、細かく刻んで炊き込みごはんに入れ
たりします�！しっかり味がつくから美味しい
です�！

ハーフバゲット（バター入り）
岐阜南支所

高塚絢子さんが聴いた声170円
（税込183円）

生活サービス

358
386

＆ＭＡＮＴＩＮＧＡ

883 味付あげ（いなりずし用）
岐阜南支所

井川拓海さんが聴いた声

「ピアノ買取・移動」のご案内

  電話で無料査定　
      現金買取
 運搬作業代無料（一部特殊作業を除く）

※買取できないピアノや、
   有料での引取となるピアノもございます。

おうちで眠っている、思い出の
ピアノを買取します。

ピアノの移動も承っています。
室内移動でも遠方でもご相談
ください！

【お問い合わせ・お申込みは】
 ㈱川本ピアノサービス
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ0120-758-502
年中無休9：00 ～ 18：00
愛知県公安委員会古物商認可　
No.542630001500号
詳しくは今週配布のチラシをご覧ください。

2月24日(日）は
ぎふっこカードデー　

毎月　　　　
第4日曜日

コープのお店 みなさまのご来店をお待ちしております。

コープのおすすめ商品がまとめ買いでお買い得 ！

お申込み期間　2月4日(月) ～ 24日(日) お受取り日   　 3月9日(土) ～ 10日(日）

＋
電子ぎふっこカードもご利用いただけます※一部対象外商品もございます

5％割引します
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

春のケース予約

　コープぎふでは、県や各自治体等と見守り協
定を結び、組合員の皆様や地域の見守り活動を
実施しています。共同購入や宅配、夕食宅配で
は、同じ担当者が定期的に地域に伺う強みを活
かし、組合員さんや地域の高齢者、子どもの異
変に気づいた時、コープぎふから自治体等指定
の窓口へ連絡します。
　商品をお届けするだけでなく、安心してくらせる
お手伝いができればと思います。

・土曜日からの新聞がそのまま残っている
・同じ洗濯物が干したままになっている
・普段は在宅だが、インターホンを
  鳴らしても返事がない

地域の「見守り活動」に
取り組んでいます

共同購入

組合員さんには緊急連絡先としてお知り合いや身内の
方等を事前にご登録いただき、もしもの時にはご登録
者へご連絡をさしあげる取り組みをすすめています。

（緊急連絡先の登録が必要です）

緊急連絡先の登録方法は次週3月1週（10号）でご案内します。
※詳しくはお近くの事業所または生協担当者へお気軽にお声掛け下さい。

食塩不使用ミックスナッツ
フリーズドライおみそ汁

ペットボトル飲料などが人気です♪

配達中、このような異変に気づき
安否確認につながりました

※その他のピアノ関連サービスは、下記までお問い合わせください。


