
＜キリトリセン＞

また、3月号のご応募は542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
4月号の答えは でした。イ イ ヒ タ ビ ダ チ
クロスワ ドクイズ

日向市の組合員さんより
　　 筍！私も大好きです。私の実家も
筍が沢山出ており、筍ご飯と筍をバター
で炒めてマキシマムで味付けして食べ
ました。この日、筍にオス（縦に細長
くしっかりして皮が黒っぽくなっていま
す）とメス（形がずんぐりと太め）が
ある事を初めて知りました。(# .̂̂ #)

延岡市の組合員さんより
　　 入学・入園おめでとうございます。
きっとその日の出来事を嬉しそうに
話してくれると思います。小さな子供
が一生懸命に話す様子はかわいいで
すよね(̂ _-)

「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）

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5月末日ご提出分まで

①「いずれ〇〇〇かカキツバタ」5月が見頃
です。都城には〇〇〇原という地名があ
ります。
②端午の節句。
　大空に高く泳げ～〇〇〇〇〇
③オーストラリア大陸などに生息する、有袋
動物

④平和の象徴とされる鳥
⑤日本プロ野球史上最年少で完全試合を
達成した、ロッテの佐々木〇〇〇投手

⑥すべての道は〇〇〇に通ず
⑦高千穂町に伝わる日本神話で、天照大御
神がお隠れになった洞窟

ヒント ぜひ伝えてください
’22年
5月

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

　１月22日の地震で瓦
がズレて困っていまし
た。激しい地震だった
ので、お忙しかったで
しょうに、それほど間
を置かずに修理して下

さり、ほんとうに助かりました。これか
ら雨天の日が多くなる時期を迎えますの
で心配でしたがもう安心です。ありがと
うございました。

お忙しい中、急いで
修理して下さいました。
お忙しい中、急いで
修理して下さいました。
お忙しい中、急いで
修理して下さいました。

延岡市の組合員さんより

屋根瓦の

補修工事

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。

クロスの張り替え 床の張り替え 畳・襖・障子

トイレの改修 屋根補修工事

台所の改修 外装工事

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！

●床板がたわみ出したので
張り替えたい。

●畳の部屋を板張りの部屋
にしたい。など、　　

まずは見積りをいたします。

古くなった浴室も明るく機能的に改装します。
毎日使う浴室を快適な空間にしませんか？

蛇口の修理
や取り替え
も承ってい
ます。

★ ユニットバス設置
★ 浴槽の取り替え
★ タイルの張り替え
★ 浴室ドアの修理
など、何でもご相談下さい。

エアコン内部の汚れを、
機械を使って洗浄します
ので、普段お掃除できな
いエアコンの奥に付いた
汚れやカビを綺麗に洗い
落とします。

久しぶりに
エアコンを
付けたらカ
ビ臭い匂い
がする。

部屋の中で
いつもタバ
コを吸って
いる。

など、クリーニングの専門業者がお悩みを解決します。

0 1 4 0 4 4資料請求
番　　号

ゴールデンウィーク中に
お部屋の片づけ・模様替
えをされ、「家具の移動・
処分」でお困りの方は、
ご相談ください。

（引っ越しサービス）

　不用になったタンスや食
器棚、本棚などを処分してい
ただきました。お陰で家の中
がスッキリして毎日気持ちよ
く過ごしています。
（家具の処分をされた組合員さんより）

通常の引っ越しも承っております。
提携業者とサービス内容一覧を
掲載した資料をお送りします。

ペット葬祭ペット葬祭ペット葬祭ペット葬祭ペット葬祭ペット葬祭 ご家族のお気持ちに寄り添い、ご供養の
お手伝いをさせていただきます。

提携業者 ペット霊園  ドリームランド 児湯郡新富町
日置2222-8

移動火葬車による
火葬のご希望

納骨堂や合同墓地
でのご供養のご相談

●ご葬儀・火葬のお申し込みは、下記へお電話をお願いします。

など、ご希望にそって
対応いたします。

▶コープみやざき  生活サービスセンター（月～土  9：00～17：50）

3 6 6 1 5 6資料請求
番　　号

TEL 0120-660-919

TEL 0985-29-5800

▶24時間  年中無休  ペット霊園  ドリームランド

利用総額から10％割引または、少量粉骨を入れるキーホ
ルダー型お守りのどちらかをお選びいただけます。
＊動物病院等の紹介によるサービスとの併用はできません。

組
合
員
特
典

提携業者のサービス内容・ご葬儀の流れ・
料金内容を掲載した資料をお送りします。

資料はQR
コードから
もご覧いた
だけます。➡

注文期間：７月１５日（金）まで

3 7 1 1 8 1注文
番号

◆一般前売券
1,300円（当日1,500円）（税込）

3 7 1 2 1 1注文
番号

◆中高生前売券
700円（当日800円）（税込）

3 7 1 2 2 0注文
番号

◆3歳～小学生前売券
500円（当日600円）（税込）

※3歳未満は無料

開催期間：7月16日（土）～8月28日（日）
１０：００～１８：００（展示室入場は１７時３０分まで）

※休館日　なし
会場：みやざきアートセンター

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。

放送開始から55周年を迎えたウルトラマン。本展は、円谷プ
ロダクションの独創的な世界と、それを紡いできたクリエー
ションの数々を紹介します。円谷プロが届け続けた＜勇気と
希望と思いやり＞をご体感ください。

TSUBURAYA EXHIBITION 2022 宮崎

©円谷プロ　©TPC ©E.S,T.S ©UMPC
©TPC ©KSW
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資料請求
番　　号 3 5 4 8 0 5

丸洗い・再生の工程や料金・生地
の柄等が掲載されているチラシ
をお届けします。

県外のお布団の
回収、県外へのお
届けも承れます。

県外のお布団の
回収、県外へのお
届けも承れます。

布団の種類（わた・羽毛・羊毛）やサイズを問
わず価格が決まっています。
1枚では6,000円／2枚では9,900円
3枚では14,600円／4枚では17,200円
と枚数が増えるとお得になります。

※羽毛布団限定3枚だと
　更にお得！ 12,100円

丸
洗
い
料
金

右のQRコー
ドからも資
料をご覧い
ただけます。

　初めて生協さんに調律をお
願いしました。これまで３０年
近く他のところにお願いしてい
ましたが、今までの方とは全
然違って、細かい説明等満足
のいくものでした。料金もこれ
までと比べて安いかなと思い
ました。これからもお願いした
いと思っています。

（三股町の組合員さんより）

ピアノピアノ 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

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

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。

資料はQRコードから
もご覧いただけます。

このサービスは組合員さん及び
ご家族の方が対象です。

0 8 5 9 5 5資料請求番号

各自動車学校の資料をお届けします。

提携自動車
学校は
県内に5校

お申し込み・お問い合わせは
カーライフ支援センターまで

学生さんが生協を通して入校すると、
自動車学校によっては組合員価格の設
定や生協からの特典があります。
また、入校基本料金が利用割戻しの対
象となります。

自動車学校
●延陵自動車学校
　（延岡市松山町）
●高鍋自動車学校
　（高鍋町持田）
●宮崎ドライビングスクール
　（宮崎市本郷北方）
●都城ドライビングスクール
　（都城市高城町）
●えびの高原ドライビングスクール
　（えびの市大明司）

あなたの車のホームドクター

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

3 5 5 2 3 2資料請求
番　　号

コープ車検の料金やサービ
ス内容、提携工場の地図を掲
載した資料をお送りします。

の提携工場があり
ますので、突然の故障や気になっ
ていることがありましたら、

お問い合わせください。

◆出張お見積もり致します！
◆車検時には部品交換の工賃を
10％割引き！
◆代車は無料でご用意いたします。

コープ車検・点検・
修理では…

※お伺い出来ない地域もございます。

引っ越し先で
どこに出せばいいのか

わからない!

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。 

森高千里
「この街」TOUR  2020-22

宮崎市民文化ホール 16：30開演6月25日（土）
8,800円（税込）全席指定

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

※４歳以上チケット必要。３歳以下は席が必要な場合は有料。

宮崎市民文化ホール
18：00開演8月6日（土）
8,000円（税込）全席指定

※未就学児童入場不可。

+送料 430円 ガ

+送料 430円 ガ

+送料
430円

ゴスペラーズ坂ツアー2022
“まだまだいくよ”

ガ

宮崎市民文化ホール 17：00開演7月9日（土）
7,500円（税込）全席指定

※就学児チケット必要。未就学児は保護者1名につき1名
のみ膝上鑑賞可、ただし座席が必要な場合はチケット要。

Ｎｅｗ

+送料 430円 キ

さだまさしコンサートツアー2022 ～孤悲～
宮崎市民文化ホール 18：00開演6月28日（火）

8,800円（税込）全席指定

※感染症拡大防止対策について必ず「さだまさしオ
フィシャルウェブサイト」上の注意事項をご確認・
ご了承の上、チケットをご購入ください。

※未就学児のご
入場はご遠慮
ください。

ひとり
4枚まで

タ
+送料
430円

２０２２ 新作舞台「ＫＡＩＫＩ」
宮崎市民文化ホール 17：00開演6月5日（日）
※マスク付きチケット（+500円）と、車椅子席（税込7,200円）をご希望の方は、
TAO事務局までお問い合わせください。TEL 092-721-2015

7,200円（税込）●SＳ席 6,200円（税込）●Ｓ席

演歌の夢まつり 2022

小椋佳

令和にっぽん！

ファイナル・コンサート・ツアー「余生、もういいかい」

福岡サンパレス  ホテル＆ホール
①11：00開演  ②15：00開演●5月30日（月）
①11：00開演  ②15：00開演●5月31日（火）

※A席はコープみやざきでの取り扱いはありません。

ス

全席
指定

9,000円（税込）組合員価格①11：00公演 S席 12,000円（税込）を

8,000円（税込）組合員価格②15：00公演 S席 12,000円（税込）を

坂本冬美／市川由紀乃／竹島宏／丘みどり／森山愛子／中澤卓也／辰巳ゆうと／梅谷心愛出演者

+送料 430円

先行予約

5月号Vol.1　2022年5月2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


