
ハンド・イン・ハンド募金1,079,195円、カレンダー募金166,921円
お寄せいただいた募金の全額を日本ユニセフ協会に贈りました。

ユニセフ募金

第40回ユニセフ ハンド・イン・ハンド募金　

ユニセフ カレンダー募金　

日本ユニセフ協会が呼びかける全国統一
募金活動「第40回ユニセフハンド・イン・ハ
ンド募金」が、「すべての子どもに５歳の誕
生日を」をテーマに県内各地で開催されま
した。
コープぎふでは12月1日から23日にか

けて地元の中・高校生や団体、24校2団体と
いっしょに20会場で取り組みました。
参加者総数は479名となり、元気いっぱ

い呼び掛けました。共同購入でお寄せいた
だきました募金も含め、温かい気持ちをた
くさんいただきました。

毎年恒例のカレンダー募金を行いました。年末から年
始にかけ組合員さんにご協力いただき、開催しています。
組合員さんや企業の方々から寄せられたカレンダーや手帳を活用し募金

としました。

ご協力ありがとうございました。

両日ともに

ご利用の預金通帳などの摘要欄には
「コープギフ」と記載されます。

預金通帳への記載が変更になりました。

ご利用明細（請求書）への記載が変更になりました。

からのおしらせ

1.�宅配の商品代金の引き落とし口座と 
共済の掛金の引き落とし口座が同じ方  

● ご利用明細書（請求書）に共済掛金の引き落とし代
金が表示されます。

2.�宅配の商品代金の引き落とし口座
と共済の掛金の引き落とし口座が
異なる方  

● 共済掛金の引き落とし代金は、ご利用
明細書（請求書）に表示されません。

共済掛金の引き落とし金額も
表示されるようになります。

毎月5日の振替日が変更になり、商品代金
と共済掛金の合計額が表示されます。

詳しくはお問い合わせください。

申し込みの締切日は毎月1日に変更 になりました。

申込受付締切日 ３月１日（金）
初回掛金振替日 ４月５日（金）
契 約 発 効 日 ４月６日（土）

申込受付締切日 ４月１日（月）
初回掛金振替日 ５月７日（火）
契 約 発 効 日 ５月８日（水）

契約引受団体／日本コープ共済生活協同組合連合会

（　　　　　　　　　　　　　　　 　）の新規加入その1

その2

その3

CO・OP共済《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》にご契約いただいている掛金振替につきまして

申込日が
3月1日（金）を

過ぎると

3月1日の申込日を過ぎると
契約の発効が1か月遅くなってしまうのだ!

おたすまカフェ
日　時　3月５日（火） 10：00～12：00
会　場　�コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

おしゃべりからくらしの様子、ちょっとした困りごと、「こんなことできるよ」、
「こんなことできたらいいね」と地域でのささえあいなどを話し合います。みな
さまのご参加をお待ちしております。

おしゃべり会

西濃地域のたすけあいを考える会

会　場　�コープぎふ西濃支所（大垣市古宮町丸池129-1）

始めてみませんか、地域での“たすけあい”

日　時　３月20日（水）10：00～12：00
私にできること、みんなでできたら良いことを話し合いましょう！

当日会場にお越しください。

当日会場にお越しください。

参加無料 事前申し込み不要

参加費無料

事前申し込み不要

材料費 500円

材料費 200円

ふらっとおしゃべり
日　時　３月９日（土） 9：30～12：00
会　場　ほっとサロン（各務原市那加東新町2-146）

赤ちゃんお手玉をつくります。

★希望者はおしゃべりしながら小物作りをします。

13：00～15：00 ゆみちゃんと作ろう

参加費 100円

『　 　　　　　』

住　宅

講座内容・時間割等詳細はコープぎふ住まいのＨＰかお電話にてお問い合わせください。

クリナップ岐阜ショールーム
(岐阜市中鶉 3-6-1)

参加無料 要予約
（前日までにお電話にてご予約ください）

会場

日　時 3月9日（土）10：00～16：00
住まいるフェア

コープぎふ恵那店多目的ひろば
(恵那市長島町中野 2-5-1)

参加無料
当日参加OK

会場

日　時 3月16日（土）10：00～13：00

リフォームに失敗しないためのポイント講座（10:10〜、11:00〜）を無料で開催。
ご相談だけでもＯＫ、お買い物のついでにお気軽にご参加ください。

リフォームポイント講座

コープぎふ西濃支所
(大垣市古宮町丸池 129-1)

参加無料 要予約
（前日までにお電話にてご予約ください）

会場

日　時 3月16日（土）13：30～16：30

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。

新築スタート講座

午前（10：10〜）はリフォームの基礎講座・午後（13：20〜）は新築の基礎講座です。
住まいのご相談にもお応えします。

２月18日（月）〜２月22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３月１週 10号



この“水出し麦茶”、
欲しくて待ってたの～♥

そうなの！コレすごくいいのよ！
ペットボトルにそのままポンッて
入れちゃえばいいから便利なの！
お湯で煮出したのは味が濃くなっ
ちゃうから、水出しがいいの！
　　　　私のオススメ♥

佐竹
co・op

お気に入り
なんですか？

佐竹
co・op

使った後のパックも、出しにくい
かなと思ったらスポッと取り出せ
たしとっても便利よ！

いいです
ね !

佐竹
co・op

私も
水出しの方が
好きです

水出し
麦茶

水出し
麦茶 水出し

麦茶

スポッ

No.313

国産の大麦を使用しています。 ティーバッグにミシン目
が入っているので500ｍｌ ・ ２Ｌ兼用で使えます!

179
西濃支所

佐竹美穂さんの

日報より

※�アレルゲンなど詳しくは商品案内でご確認下さい。
（次回扱い未定）

商品案内 3月1週・P65

（税込408円）
378円266.4ｇ（3.7ｇ×72）　　　　　　　

3606　　　国産大麦使用　　　　　　　
  水出し麦茶（スティックパック）
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。

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

葬祭サービス 葬儀学習会のご案内

対　　応

参加申込み

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  

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
3月 4 日（月）

10：00
〜

12：00

岐阜南支所（羽島郡岐南町八剣北1-209）

3月 7 日（木） ティア各務原（各務原市蘇原中央町4丁目16-22）
※提携社式場　※下記案内図参照

3月13日（水） 中濃支所（関市西本郷通6-4-6）
3月16日（土） ながら虹の家（岐阜市福光南町12-9）
3月18日（月） 可児店（可児市下恵土2817-1）

コープのお店
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5％割引いたします
※�一部対象外商品もございます

 3月3日（日）は
５% オフセール

日　　程 会　　　　　　場
 　   3月 5 日（火） 中 濃 支 所（関市西本郷通 6-4-6） 

 　   3月 7 日（木） 多 治 見 店  （多治見市京町 4-109）

 　   3月 8 日（金） 岐阜南支所　（羽島郡岐南町八剣北1-209）

 　   3月 9 日（土） 飛 騨 支 所（高山市石浦町 6-20）

3月12日（火） 岐阜西支所（岐阜市西河渡 1-55）

3月13日（水） 長 良 店   （岐阜市長良福光南町 7-17）

毎月第1日曜日

　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皆様の見守り活動を
実施しています。グループ購入やコープ宅配、夕
食宅配時に、担当職員が組合員さんの異変を感じ
た場合、事前にご登録いただいた身内の方やお知
り合い等へ、コープぎふから
ご連絡します。
　離れてくらすご家族の方
等をご登録いただき、安心
してくらせるよう、お手伝
いをします。

“もしも”に備えて
緊急連絡先を登録しませんか？

 緊急連絡先登録  の  申込方法
①異変を発見した際に連絡してほしい方（例えば離
れてくらしているお子さん、ご近所の方）と、登録す
るかどうかの相談をして下さい。

②申込される場合は、担当者もしくは支所へご連絡を
お願いします。「同意書兼申込用紙」をお渡しします。

③申し込み用紙に必要事項を記入の上、担当者へお
渡し下さい。登録申請の内容を確認するため、生協
からもご登録者様へ連絡をとります。

※登録については事業所または生協担当者へお気軽にお声掛け下さい。

申込申請
する

生協から
確認

相談
する

コープぎふ
見守り活動の

おしらせ

登録完了


