
どんな工事でも
見積もり

無料！！

　私は業者さんと電話での
対応だけでしたが、安心し
てお任せできました。自宅
での対応は高齢の母がしま
したが、高齢の母にも分か
り易く説明していただいた
ようです。ありがとうござ

いました。また困ったことがあった時はお
願いしたいと思いますので、よろしくお願
いいたします。

高齢の母にも分かり易く
説明していただきました。
高齢の母にも分かり易く
説明していただきました。
高齢の母にも分かり易く
説明していただきました。

延岡市の組合員さんより

白蟻駆除

ほか工事

〜

（0985）29-5800
（0985）28-0033

県北営業所（日向・延岡地区）

（0982）33-6215
県南営業所（都城・日南・小林）

（0986）23-4416
住宅センターEmail　jyutaku@miyazaki.coopメールでのご相談もお受けします

FAX

住宅センター（宮崎県内全域）

受 付 日
月～土曜日
AM9：00

PM5：50

どんなお悩み事でも先ずは住宅センターにご相談下さい。

クロス張り替え 畳・襖・障子 床の張り替え

トイレの改修 屋根補修工事

台所の改修 塗装工事

お風呂の改修 外構工事

水道の漏水修理 駐車場工事

波板の張り替え 白蟻予防・駆除

ガラス割れ補修 ハウスクリーニング

家の事は何でもご相談ください！家の事は何でもご相談ください！家の事は何でもご相談ください！

塗装は大切なお家を、
厳しい自然環境から守
り、長持ちさせる役目
があります。

定期的な塗装
で家をしっかり
守りましょう。

【霊標への文字入れ】
工場で機械を使って綺麗に
文字彫りします。

【墓じまい】
いくつもの墓を１つにまとめ
たり、お墓の撤去・墓地の
整地をします。

墓石のあらゆる工事も承っています墓石のあらゆる工事も承っています墓石のあらゆる工事も承っています墓石のあらゆる工事も承っています

家の劣化を防ぐためには、

定期的な塗装工事が必要です

家の劣化を防ぐためには、

定期的な塗装工事が必要です

家の劣化を防ぐためには、

定期的な塗装工事が必要です

家の劣化を防ぐためには、

定期的な塗装工事が必要です

蛇口や水道管の水漏れ
浴室・台所・洗面台の水栓金具の
水漏れや不具合、水道管の水漏れ
など何でもご相談下さい。

トイレの水漏れ
トイレの水が流れっ放し、水が出
ない、床に濡れている等トイレの
不具合も多岐に渡ります。

太陽熱温水器からの水漏れ
厳しい自然環境に置かれている
ため傷みも早いです。不具合は屋
根に登って調査します。

水漏れは早めの対処が必要です！水漏れは早めの対処が必要です！水漏れは早めの対処が必要です！水漏れは早めの対処が必要です！

＜キリトリセン＞「なんでもメッセージ」
で寄せられた
組合員さんの
声の紹介

「なんでもメッセージ」
で寄せられた
組合員さんの
声の紹介

また、10月号のご応募は543通でした。
たくさんのご応募ありがとうございました。
抽選の結果、40名の方に粗品をお送りし
ます。

クロスワードクイズ
11月号の答えは でした。イ ロ ヅ ク ナ ミ キ
クロスワ ドクイズ

～

宮崎市の組合員さんより
　　 私も時間がバタバタと過ぎていき、特
に１０月～１２月がアッという間でした。１１
月は２週間位しかなかったような・・・。季
節を感じる余裕、大事ですよね。年のはじ
めに立てた抱負はいくつ達成できただろう。
今年の抱負は、昨年の内容を持越しになり
そうです(̂ _ ;̂)

宮崎市の組合員さんより
　　 合格！おめでとうございます。毎日
やっていたことがなくなると寂しくなりま
すね。県外に行かれるので頻繁には会えな
くなりますが、お孫さんも感謝していると
思います。私も７年間一緒に過ごした姪が
県外に行ったときは寂しかったです(T_T)

　クイズの答え：

（受取場名）　　　　　　　　　　（組合員番号）

（名前）　　　　　　　　　　　　（TEL）

回答（・いる　・いらない）

★キリトリ線で切り取り、必要事項を記入し、地域責任者またはお店のサービスカウンター
　へお出しください。メールでのご応募も受け付けています。
★正解者の中から抽選で40名様に粗品をさしあげます。
　当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。

応募
方法
生活サービスセンター行
Eメール：seikatu@miyazaki.coop

メッセージを紙面等で紹介する場合、
お名前を掲載してよろしいですか？（ 可 ・ 不可・イニシャルで可 ）

しめきり 2022年1月末日ご提出分まで

①お祝いの場に用いられる、赤と白二色
の組み合わせ
②年の初めに神社やお寺にお参りに行き、
一年の幸せを祈願します。
③祝日で、１月の第２月曜日は？
④地動説を唱えたポーランドの天文学者
⑤日本のお正月の伝統的なあそび。羽子
板を使います。
⑥「箍（〇〇）が外れる」締め付けがなくな
り感情が抑えられなくなる状態。
⑦お餅や椎茸、蒲鉾などが入った、お正
月に欠かせない汁物

ヒント 年に一度の恒例行事
’22年
1月

代金は給油から３～
５週後に共同購入の
納品書にてご請求さ
せていただきます。

配達時にお留守でも大丈夫です

登録制（給油場所の地図を専用申し込み用紙に記入）となっていますので、
生活サービスセンターにご連絡ください。

他に、通年で定期的にボイラー給油に伺うボイラー灯油配送サービスもあります。

利用割戻しの対象となります 地域によっては給油サービスを行っていない所もあります。
生活サービスセンターにお問い合わせください。

※電話をいただいて3日以内の
　配達とさせていただきます。

冬場（１１月～３月）のみの給油サービスです。配送業者へ直接電
話でお申し込み。電話一本で必要な時に必要な量を給油します。

ポリ缶灯油配送サービス
重い灯油も自宅までのお届け！重い灯油も自宅までのお届け！重い灯油も自宅までのお届け！

3 7 1 2 6 2
資料請求番号

「提携販売店全店舗の地図」「特典内容」「3カ月有効期限の特典
カード」をお届けします。

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

ご利用方法

☎0985-29-5800
1

2

3

4

まずはカーライフ支援センターに「新車
特典カードをください」とお伝えください。

カーライフ支援センターで「特典カード」を発行し
お送りします。コープみやざき各店舗でも発行で
きます。（有効期限は3カ月です）

契約前（車を注文される前）に販売店の方
にお渡しいただいたらカーライフ支援セ
ンターにお知らせください。

納車になりましたら、再度カーライフ支援セン
ターにお知らせください。車により３千円～１万
円分の特典をお贈りします。
『くらしの積立に加算』または『コープ商品券』から
選べます。購入予定の方を紹介するサー

ビスです。発注済み、契約済み
の方はご利用いただけません。

新車購入新車購入新車購入新車購入新車購入

※ネッツトヨタ宮崎では、ダイハツ車購入の場合も使用できます。

（県内10店舗）

（県内13店舗）

（県内9店舗）
（清武加納・日南・串間）
（都城市内3店舗）
（日向市亀崎）

提
携
販
売
店

車両本体価格が利用割戻しの対象にな
ります。

ネッツトヨタ宮崎

トヨタ全車種・
ダイハツ車も取り扱っています

ROOMY
（ルーミー）

日産サティオ宮崎 ホンダカーズ日向北・ホンダカーズ都城北
ホンダカーズ宮崎南・ホンダカーズ宮崎

KICKS
（キックス）

N-BOXN BOXN B

ピアノ調律・運送・購入・買い取りピアノ調律・運送・購入・買い取りピアノ調律・運送・購入・買い取り

廃棄・購入・買い取り・クリーニング

おりますのでお問い合わせください。

も承って 0 1 4 0 6 1資料請求
番　　号

12,100円（
税
込
）

調律

※部品交換等が発生する場合は、別途見積もりを
お出しし、ご了解をいただいた上ですすめます。

組合員
価　格

アップライトピアノ１台のお値段です。

調律の基本料金

例）宮崎市内間でのアップライトピアノの運送は15,400円（税込）～

運送 部屋間の移動や敷地内の移動はもちろん、県内・県外への運
送も承っております。料金については生活サービスセンター
へお問い合わせください。

何年も

調律して
いない

ピアノでも
お気軽に

ご相談く
ださい

五大浮世絵師展 －歌麿  写楽  北斎  広重  国芳－五大浮世絵師展 －歌麿  写楽  北斎  広重  国芳－五大浮世絵師展 －歌麿  写楽  北斎  広重  国芳－五大浮世絵師展 －歌麿  写楽  北斎  広重  国芳－Ｎｅｗ

注文期間：１月１７日（月）～３月１８日（金）
共同購入注文用紙に注文番号と
枚数をご記入ください。

ご注文の翌週のお届けとなります。

　江戸時代、浮世絵の頂点を極めた５人の絵師・喜
多川歌麿、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳。
本展では５人の作品を一同に展示します。浮世絵を
通して見えてくる江戸の粋を感じてください。

開催期間：3月19日（土）～5月8日（日）
 １０：００～１８：００（展示室入場は１７時３０分まで）
 会場：みやざきアートセンター　※休館日  なし

3 7 1 1 3 1注文
番号

◆一般前売券1,000円 （当日1,200円）（税込） ※中高生券（税込300円）はコープみやざきでの取り扱
いはありません。
※小学生以下無料。小学生以下は保護者同伴で入場可3 7 9 3 8 0注文

番号

◆一般前売券800円（当日1,000円）
3 7 1 1 2 5注文

番号

◆中高生前売券 300円（当日500円） ※小学生以下無料。ただし、保
護者の同伴が
必要。

岩合さんがライフワークとして撮影を続ける最も身近な
動物“ネコ”。本展では、岩合さんがこれまでに出合った世
界各地域の“こねこ”たちに焦点を当てて紹介します。愛く
るしく元気いっぱいに暮らす“こねこ”、その日々の冒険を
約150点の作品にてお楽しみください。お見逃しなく！

岩合光昭写真展『こねこ』岩合光昭写真展『こねこ』岩合光昭写真展『こねこ』岩合光昭写真展『こねこ』

注文期間：1月17日（月）～2月18日（金）
共同購入注文用紙に注文番号と枚数をご記入ください。

ご注文の翌週のお届けとなります。

Ｎｅｗ

開催期間：2月19日（土）～4月10日（日） 
開催時間：9：００～１7：００（展示室入場は16：30まで）
 会場：宮崎県総合博物館　2階特別展示室

休館日：毎週火曜日、
 2月24日（木）

アイスランド、レイクホルト©Mitsuaki Iwagoアイスランド、レイクホルト©Mitsuaki Iwago

観
覧
料

（
税
込
）

チケット販売
TEL.0985-29-5800お申し込みは、

生活サービスセンターへ

チケットはご自宅まで宅配便でお届けします。

各公演1注文ごとに送料430円
がかかります。

お申し込み後の返品、
キャンセルはできません
のでご了承ください。

送料について 返品不可
表示チケットが適用となります。+送料 430円

新型コロナウイルスの影響や諸事情による公演の中止・延期が生じることがありま
す。現在お持ちのチケットは、払い戻しまたは振替公演にも使用できますので、そ
のまま大切に保管をお願いします。また、掲載している公演についても変更になる
ことがありますのでご理解いただきますようお願いいたします。

※掲載中のチケットが完売となりました際はご了承ください。

3,500円（税込）全席指定

MRTミックダイヤモンドホール

14：00開演2月13日（日）

夏井いつき句会ライブ

※未就学児入場不可

4,500円（税込）全席指定

MRTミックダイヤモンドホール
14：00開演1月23日（日）

三遊亭圓歌独演会
MRTミック寄席  新春初笑い

Ｎｅｗ

Ｎｅｗ

※５歳以上有料、５歳未満でも席が必要な場合は有料
5,700円（税込）全席指定

宮崎市民文化ホール ①12：30開演 ②16：00開演2月27日（日）
吉本新喜劇＆バラエティーショー

●S席 4,700円（税込）●A席

スキマスイッチ
TOUR 2022  "café au lait"

※小学生以上チケット必要。

9,000円（税込）全席指定

メディキット県民文化センター 演劇ホール
17：30開演7月3日（日）

※未就学児の入場不可。 ※こども料金は、2022年度に小中学生の方が対象。

福岡サンパレス ①19：00開演●5月27日（金）
①13：00開演 ②17：00開演●5月28日（土）
①13：00開演 ②16：00開演●5月29日（日）

ブルーマングループ
ワールドツアー IN JAPAN 2022

（VIP席、ポンチョシート、Ａ席、Ｂ席は、コープみやざきでの取り扱いはありません）

※お一人様６枚まで  ※未就学児入場不可

辻井伸行×三浦文彰  究極の協奏曲コンサート
メディキット県民文化センター  アイザックスターンホール

19：00開演3月30日（水）
11,000円（税込）Ｓ席 12,000円を 組合員価格

最高のソリスト！最高のオーケストラ！そして最高の名曲！
【出演者】辻井伸行　三浦文彰　ニール・トムソン指揮　読売日本交響楽団

【新喜劇】 座長：酒井藍、アキ
【バラエティーショー】 笑い飯、パンクブーブー、ダイアン、相席スタート、とにかく明るい安村

キ

+送料 430円 M+送料 430円 M

※未就学児
入場不可6,000円（税込）全席指定

林部智史 はやしべさとし 三十歳の旅立ち
～叙情歌を道づれに～　宮崎編

メディキット県民文化センター
演劇ホール 15：00開演4月23日（土）

+送料 430円 ガ

恐竜ラボ！ ディノ・サバイバル DINO-A-LIVE
川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第１

①11：00開演 ②14：00開演●4月2日（土）
①11：00開演 ②14：00開演●4月3日（日）
3,900円（税込）全席指定

（プレミアム席、Ａ席は、コープみやざきでの取り扱いはありません）
Ｓ席

※2歳以下のお子
様は保護者（大
人）1名につき、
1名まで膝上鑑
賞無料。但し席
が必要な場合
は有料
+送料 430円 キ

+送料 430円 東

M

9,800円（税込）全席指定 ●Ｓ席大人 7,800円（税込）●Ｓ席こども
+送料
430円

+送料 430円 キ

中村勘九郎  中村七之助 春暁特別講演  2022

※未就学児入場不可

S席7,300円（税込）

川商ホール（鹿児島市民文化ホール）
第１ホール
①11：00開演 ②15：00開演3月25日（金）

+送料 430円 キ

先行予約

先行受付

先行受付

SS・A・B・C席はコープみやざきでの取り扱いはありません。

ひとり4枚まで

Ｎｅｗ

※3歳以上有料（3歳未満膝上鑑賞無料。但し座席要なら有料）

※お子様のみの入
場はできません

おもしろ科楽館 PART2
米村でんじろうサイエンスショー

+送料 430円 ガ

宮崎市民文化ホール ①13：00開演
②15：30開演

4月17日（日）
2,800円（税込）前売券全席指定

（当日券3,000円）

※チケットは公演日の1週間前までにお届けいたします。 

+送料
430円出演者

©Yuji Hori©Yuji Hori
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生活サービスセンター＆カーライフ支援センター

（営業）月～土曜日 AM9:00～PM5:50
（※土曜営業は宮崎のみ）

料金の表示は消費税込みです。

☎0985-29-5800
FAX 0985-28-0033

お申し込み
お問い合わせは

☎0982-33-6215県北

☎0986-23-4416県南

Eメール:seikatu@miyazaki.coop

取り扱い事業 資料請求番号 取り扱い事業 資料請求番号 取り扱い事業 資料請求番号 取り扱い事業 資料請求番号

個人情報について 
ご提供いただいた個人情報について、
サービスを行なうためのみ提携業者に
提供することをご確認いただいた上で
ご利用ください。

生活サービスセン
ター＆カーライフ
支援センターのご
利用は利用割戻し
の対象になります。

車検・点検・修理 355232
新車購入特典 371262
自動車学校 085955
ガソリンスタンド地図 350249

布団丸洗い・再生 354805
フラワー宅配サービス 372474
コープBOOK・CD・DVDセンター 354988
福音館月刊絵本パンフレット 039454

振袖レンタル提携店 370614
引っ越し 014044
ピアノ調律・運送・購入・買取 014061
世界でたった一冊の絵本 367781

コープ葬祭Cセルフ 350222
ペット葬祭 366156
提携店・協力店資料 076948
ラクのりマイカーリース協力店 366114


