
どんな工事でも
見積もり

無料！！
〜

（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！

　カーテンの取り付けが終
わった後で、それまで使っ
ていたレースのカーテンが
まだ捨てるのは惜しいので
どこか他の部屋で使えれば
と言って下さり、お言
葉に甘え別の部屋のと取り

替えて下さいました。その親切なお気持ち
ときびきびした作業に有り難く、申し訳な
いやら嬉しいやらでした。

他の部屋のカーテンと、
取り替えて下さいました。

宮崎市の組合員さんより

オーダー

カーテン

床の補修や張り替えも承っています。床の補修や張り替えも承っています。床の補修や張り替えも承っています。床の補修や張り替えも承っています。
★床板がフカフカしだした
ので張り替えたい。

★畳の部屋を板張りに変え
たい。　　　

など、何でもご相談下さい。

駐車場の拡張工事

カーポートの新設・修理
雨や霜から大切な
お車を守ります。
波板の張り替えや
修理も承ります。

★車が増えるけど駐車場が1台
分しかない。

★視界が悪く、車の出し入れに
苦労する。など・・

駐車場のお困り事もご相談下さい。駐車場のお困り事もご相談下さい。駐車場のお困り事もご相談下さい。駐車場のお困り事もご相談下さい。

台所は、普段から火や油を使い、人の出入りも多い
ため、傷みも早くやってきます。

家族の集う台所を明るく機能的に
リフォームしてみませんか？見積り
は無料です。

使い易く改装してみませんか？
・流し台の取り替え
・収納戸棚の取り付け
・照明器具の取り替え
・キッチンパネルに張り替えなど

家族が集う台所を明るく綺麗に・・家族が集う台所を明るく綺麗に・・家族が集う台所を明るく綺麗に・・家族が集う台所を明るく綺麗に・・

＜キリトリセン＞

また、11月号のご応募は480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
１月号の答えは でした。ハ ツ ヒ ニ ネ ガ ウ
クロスワ ドクイズ
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宮崎市の組合員さんより
　　 猫も一番いい場所を知っていますね。
とても可愛い表情で眠っている姿が想像
できます。2月19日から宮崎県総合博物
館で岩合光昭写真展『こねこ』も開催さ
れますよ。(=^・^=)
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都城市の組合員さんより
　　 システムバス羨ましいです。私はシャ
ワー派ですが、冬だけお湯を溜めます。
やっぱり浸かる事でリフレッシュします。
ただ、ガス代が倍以上に・・・(＠_＠;)
冬限定の贅沢です。♨

「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

　クイズの答え：

（受取場名）　　　　　　　　　　（組合員番号）

（名前）　　　　　　　　　　　　（TEL）

ŲƛůƊǜƾƶµƳ

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2月末日ご提出分まで

①岩合光昭写真展「〇〇〇」　２月１９日
から宮崎県総合博物館にて開催。この
チラシを見てね。

②毎月２６日は〇〇の日。ゆっくり浸かっ
て温まりたいですね。

③リング形が代表的な揚げ菓子
④がちょうやあひるなど、水鳥の毛を原料
に作る寝具「〇〇〇布団」

⑤２月１４日は〇〇〇〇〇〇デー。気持ち
を伝えよう！
⑥世界で人口が２番目に多い国
⑦２月２３日は、令和の天皇〇〇〇〇〇〇

ヒント 鬼は外～!!ॢɈȤ൨ ’22年
2月
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0 1 4 0 4 4
資料請求番号

提携業者とサービス内容を掲載した資料をお送り
します。単身パックの料金も掲載しています。

が最適！が最適！が最適！が最適！がががががǴǦǒख़ǴǦǒの春、進学・就職されこの春、進学・就職される方にこの春、進学・就職される方にこの春、進学・就職される方にはこの春、進学・就職される方にはこの春、進学・就職される方にはこの春、進学・就職される方には

単身パックは「日本通運」で承っております。実施日のおよそ１か月半前から受け付けい
たします。行き先の住所、荷物を着ける日（あるいは荷物を出す日）が確実に決まりました
ら、お申し込みいただけますので「生活サービスセンター」までお電話ください。

※
荷
物
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

幅 奥行

高
さ ※単身パックは引っ越し先の地域によって料金が決まっている

ため、事前のお見積もりはありません。（日本通運のホーム
ページから、単身パック積載シミュレーションができます。）
※単身パックは時間指定ができません。

日
本
通
運

幅108㎝•奥行74㎝•高さ154㎝

幅108㎝•奥行104㎝•高さ174㎝

ボ
ッ
ク
ス
の
大
き
さ

Sサイズ

Lサイズ

宮崎県からの引っ越しのみの取扱いです宮崎県からの引っ越しのみの取扱いです引っ越しサービス引っ越しサービス引っ越しサービス引っ越しサービス

コープ車検・点検・修理車検・点検・修理車検・点検・修理車検・点検・修理車検・点検・修理

次の車検まで安心して車に乗っていただけるように
飯干自動車
整備工場
（高千穂町）

●

●

●

●

●

●

●

●

甲斐自動車
（延岡市）

三和自動車
整備工場
（延岡市）

中西自動車販売
（日向市）

リバーサイドカーケア
センター（宮崎市大瀬町） 石崎自動車工業所

（新富町）

●
藤元自動車工場
（宮崎市芳士）

栄輪モータース
(都城市）

小村自動車サービス
(宮崎市恒久)

コープ車検は
●部品交換の工賃が10％引き。
●車の引き取り・納車いたします。
　（車検の際、お車を持ち込み・引き取りさ
れると片道1,000円の割引になります）

●出張概算見積もりも行います（一部対応
できない地区があります）。ご希望の方
はお申し出ください。

●アフターサービスも万全
　（生協からのアンケートも配布していま
す。整備後の不具合等がございましたら
お知らせください）

3 5 5 2 3 2資料請求
番　　号提携工場は県内９箇所

新たな車検工場と提携しました宮崎市

有限会社 藤元自動車工場
宮崎市大字芳士字中原５９１
TEL 0985-39-3728

主に、宮崎市北部と東部
方面を対応いたします。

蓮
ヶ
池
駅

三菱
自動車
三菱
自動車

パチンコ
ワンダー
ランド

パチンコ
ワンダー
ランド

ネッツトヨタ
ヒムカ芳士店
ネッツトヨタ
ヒムカ芳士店

宮崎トヨタ宮崎トヨタ

ミニ宮崎ミニ宮崎

洋服の青山洋服の青山
宮崎
ヤナセ
宮崎
ヤナセ

北
バ
イ
パ
ス

旧
国
道
10
線

（有）藤元自動車工場

アップル軽クラブ展示場

⬅

至
延
岡

⬇

至
平
和
が
丘
N

（中古車購入・買い取りにつきましても提携店として加わりました）（中古車購入・買い取りにつきましても提携店として加わりました）

コープカードでお得なコープカードでお得な提携店『洋服の青山』『はるやま』

就職・入学の準備にコープカード提携店をお役立てください

フレッシャーズ応援フェア開催中！

　コープ提携店での割引サービス
がうれしいです。「洋服の青山」を
10％割引でよく利用しています。

（組合員さんの声より） 0 7 6 9 4 8資料請求
番　　号

コープカードでお得な提
携店・協力店の一覧表を
お届けします。

●精算の際、コープカードをご提示ください。
　「洋服の青山」の場合は、「青山タイアップカード」も
あわせてご提示ください（作成無料）。
●商品代金が店頭表示価格から１０％割引になります。
●商品代金が利用割戻しの対象になります。

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－

注文期間：３月１８日（金）まで
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：2月18日（金）まで
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。

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
）

宮沢賢治　音楽の世界宮沢賢治　音楽の世界宮沢賢治　音楽の世界宮沢賢治　音楽の世界 朗読「セロ弾きのゴーシュ」
～チェロとピアノにのせて～
朗読「セロ弾きのゴーシュ」
～チェロとピアノにのせて～
朗読「セロ弾きのゴーシュ」
～チェロとピアノにのせて～
朗読「セロ弾きのゴーシュ」
～チェロとピアノにのせて～

注文期間：２月７日（月）～２月２５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。

3 7 1 1 7 6注文
番号

◆一般券
2,000円 （税込） 3 7 9 4 4 1注文

番号
◆学生券
1,000円 （税込）

※学生券は
　高校生以下

14：00開演3月6日（日）宮崎市民文化ホール
朗読：名取裕子　チェロ：土田浩　ピアノ：土田悦子

リラの会（ハープ演奏）with 細山田 晃（サクソフォン）、宮崎市立大淀中学校合唱部、宮崎市立檍北小学校合唱部

全席自由

Ｎｅｗ

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。※チケットは公演日の1週間前までにお届けいたします。 

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

三山ひろし
～歌の宝石箱～

コンサート2022

延岡総合文化センター
14：00開演4月11日（月）

※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

※未就学児
入場不可6,000円（税込）全席指定

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ホール
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

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
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。

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）

+送料 430円 キ先行予約
ひとり4枚まで

※お子様のみの入場はできません
※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）

+送料
430円

ス

+送料
430円

出演者

+送料 430円

全席
指定

6,000円（税込）組合員価格●S席 6,500円（税込）を

4,500円（税込）組合員価格●A席 5,000円（税込）を

※2020年6月22日（月）→2021年5月24日（月）の振替公演です。

2月号Vol.1　2022年1月31日発行

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


