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9月27日㈭ 開催！

コープ店頭フェア
皆さんご利用お願いします

◆予約が大変お得です！
◆当日より格安+ポイント
5,000円以上〜 8,000円未満 100ポイント
8,000円以上〜10,000円未満 150ポイント
10,000円以上 200ポイント

ぜひ、ご利用下さい

予約用紙は各店舗に用意してあります。
予約〆切は9月11日㈫までです。
お問い合わせ：生協センター 総務部 ☎22-2560

担当：吉村

私たち商品選定委員が選んだ秋のコープ商品です！
9月〜11月

お買得

粒入り
マスタード
ソース

すりつぶし
国産ごぼうの
コーンドレッシング 和風スープ

十勝産小豆の
5種のふりかけ
栗入りぜんざい ミニパック

コープ
商 品 188円 238円 328円 108円 188円
月間価格

バター
チキンカレー
月間価格

月間価格

月間価格
間価
価格

月間価格

月間価格
価格

自家焼パンを
（健康）
使ったシュガー 季節のパウンド フライドポテト ぱりぱりいわし 有機栽培
ラスク
ケーキ（秋）栗 うましお味
塩味
点心むき甘栗
月間価格

月間価格

月間価格

月間価格

月間価格

98円 188円 388円 188円 288円 188円
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行事報告
市民平和行進

7月29日㈰ 参加者66名

尾道市因島総合支所から日立因島労働会館までの
６ｋｍを家庭会組合員、連合尾道地協因島連絡会の
皆さん６６名は大変暑い中、沿道の市民のみなさん
に平和の大切さをアピ―ルしながら元気良く行進し
ました。労働会館では平和の集いを開催。被爆の証
言ビデオ上映、アンダーグランドミニライブが行わ
れました。
応募いただいた平和の絵・川柳の審査も行われま
した。結果は以下の通りです。
平和の絵 応募作品 ７名 ７作品
最優秀賞 巻幡希望さん 小３
優 秀 賞 高橋 杏さん 小３
優 秀 賞 川口真衣さん 小２
最 優 秀 賞 三千円相当のコープ菓子詰め合わせ
優 秀 賞 千円相当のコープ菓子詰め合わせ
応募者全員 コープ菓子

優秀賞

高橋 杏さん

最優秀賞

優秀賞

巻幡 希望さん

川口真衣さん

平和の川柳 応募作品 ２９名 １２６作品
最優秀賞 吉村 雪子さん
「オスプレイ１機値どれだけ子を救う」
優 秀 賞 須山多鶴子さん
「平和だった日を懐かしみ仮設に住む」
優 秀 賞 岡野貴代子さん
「平和すぎて平和の良さがわからない」
最 優 秀 賞 三千円相当のコープ商品詰め合わせ
優 秀 賞 千円相当のコープ商品詰め合わせ
応募者全員 コープ商品

家庭会消費者活動グループ活動

家庭会平和活動グループ活動

夏休みリサイクル教室

虹のひろば

▲制作した作品を手にハイポーズ！

８月７日㈫、２５名（子供９名）の方が参加され
夏休みリサイクル教室を行いました。
牛乳パックをリサイクルして鉛筆立て、飾り小物
入れ、貯金箱、スツール
を制作別グループに分か
れて消費者活動グループ
メンバーの指導を受けな
がら子供たちは上手にが
んばって作りました。
制作中の子どもたち

８月５日㈰、４０名の参加者のもと広島総合体育
館（グリーンアリーナ）で開催された虹のひろばに
参加しました。
全国から約１１００名の生協仲間が参加。松井広
島市長挨拶、坪井直氏の被爆の証言、全国生協出展
ブース２６ヶ所、平和合唱、和太鼓演奏平和を世界
に向けて発信しました。
当日夕方６時からは今年５回目となるピースナイ
ター2012公式戦に日
立因島生協から組合員
５０名が参加しスタン
ドのファンや選手が試
合を通して平和を発信
しました。
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参加者募集

家庭会消費者活動グループ活動

防災教室

詐欺的悪質商法
勉 強 会

日時：9月14日㈮ 10：00〜11：30

日時：10月12日㈮ 10：00〜11：30

場所：日立因島労働会館4F

場所：日立因島労働会館4F

講師：因島消防署 予防課

講師：尾道市産業部商工課

内容

内容

地震や異常災害にそなえ身を守る為の勉強をいたし
ます。
問合せ先 日立因島生協センター事務所又は各店舗
担当 吉村・日浦 ☎0845‑22‑2560㈹

オレオレ詐欺や悪質商法の被害に合わない為の最新
情報をおりまぜながら勉強いたします
問合せ先 日立因島生協センター事務所又は各店舗
担当 吉村・日浦 ☎0845‑22‑2560㈹

24年度

協同組合まつり
日時：10月28日㈰
9：30〜14：30（雨天決行）
場所：大浜アメニティ公園特設会場
新鮮野菜市／塩干・鮮魚／家庭会模擬店
協同組合・協賛団体他

基金活動として、
リサイクルバザーを行いますので、
バザー商品の提供をお願いします。
美しい島を守る

●受
付 各店舗・共同購入支所・生協センター事務所
※多量の場合は取りに伺いますのでご相談下さい。
※2011 年美しい島を守る基金としてリサイクルバザー収益金を上島町に寄付しました。
●上記お問合せ 日立因島生協 担当 吉村 ☎0845-22-2560 ㈹●

■ お知らせ
9月30日㈰上期決算棚卸のため午後2時全店閉店させていただきます
（パレット・ミーツは除く）
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各種会場をご用途に合わせてお選び下さい

■４階大ホール
（100名様まで）

５名様以上
予約受付中
おむすび付オードブル

■お座敷
（桐桜の間：20名様まで）
（松竹梅の間：35名様まで）

にぎり盛合わせ

■３階小ホール
（30名様まで）

オードブル・会席

お料理

3,000円より各種承ります。

おもてな
し
の
心
を大切に

■椅子席
（28名様まで）

旬の味と美味しいお酒

心を込めた
四季折々の味で
ご奉仕いたします︒

オードブル

●ご家族、友人仲間のグループ。会社・各種団体の懇親会などお気軽にご利用ください。
用ください。
●お料理の内容、ご予算などご相談に応じます。
〒

ビール・焼酎・ソフトドリンクなど…

※10名様以上送迎いたします。

コープメモリアル会員

因島労働会館3F

●警察

日立造船因島労働会館3F
TEL/FAX 0845-22-3271

生協各店舗又共同購入でも受付致します。

会員募集中！
●会員コース価格をご利用頂けます。
●100歳（享年）以上の方長寿を哀悼しコース葬儀料を半額とします。
●コープメモリアルホールの使用料が無料です。
●ご近所会葬者の送迎マイクロバスを無料運行します。
●葬儀時に生協より花環をお供え致します。
●返礼品・仏壇、仏具などの会員特典があります。
●月々の積立もできます。
●他団体の積立互助会を脱退された会員は、葬儀施行時に解約手数料
を値引き致しますのでご安心下さい。
●24時間いつでも、施行受付いたします。

★

●港湾ビル

■ プラス1,500円で

飲み放題

100分

●広銀

お座敷会席料理

※表示価格は消費税込みの価格です。
※季節や仕入れの都合により、
お料理の内容が多少変わることがございますので
ご了承下さい。

簡単な手続きで会員になれます。
（会員証発行）
＊一般の方は、
生協組合員にご加入下さい。
％ oﬀ!!
50
％〜
20
入会金

不要です。
10,000円（事前入会） ＊年会費や月々の掛け金は、
＊入会・脱退、
随時可（脱会時全額返金）

施行時入会金は、30,000円となりますので事前入会をお薦めします。

ご利用

メモリアル会員および、
ご家族のみなさまにご利用頂けます。

有

葬儀について施行１回、
ご利用できます。

効

お申込み・お問合せ先

〒722-2211 広島県尾道市因島中庄町3185
〒722-2411 尾道市瀬戸田町沢宮沖213番1-4-5

TEL

0845-24-1194 FAX 0845-24-3033

「ふれあいの会」

7月の活動報告
内
容
部屋掃除・洗濯・庭草取り・ゴミだし
（依頼の多い順） 買い物・料理補助

依頼件数 56件
実働時間 122時間
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これからの
行事予 定

月 日㈮
家庭会役員会
コープ商品大陳コンテスト
月 日㈮
家庭会の日
会員加入促進・増資活動
︵三庄店︶
月 日㈪
理事会
月 日㈭
コープ店頭フェア
月 日㈰
決算棚卸
午後２時全店閉店
︵パレット・ミーツを除く︶
9

ろうきんからのお知らせ

◆生協組合員さんを応援◆

●ろうきんの生協ローン●
低金利で100点満点応援中

教育ローン

カーライフローン 低金利で安全運転応援中！
◆全国の名産品が当たる積み立てキャンペーンも実施中！◆

