
＜キリトリセン＞

また、4月号のご応募は477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
5月号の答えは でした。ア リ ガ ト ウ マ マ
クロスワ ドクイズ

都農町の組合員さんより
　　私の実家のばらも蕾を付けて
います。草むしりに行くと、バラ
の棘にひっかかり、囚われていま
す。(^_‒)

新富町の組合員さんより
　　私も梅干しが大好きです。や
はり祖母と母が漬けた梅干しが最
高です。とてもすっぱいので食べ
るのに勇気（覚悟）がいりますが、
やっぱり一番おいしいです。

「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）

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6月末日ご提出分まで

①６月第３日曜は父の日。〇〇〇〇〇に思
いを伝えよう。
②ごみなどを掃く掃除道具
③平安時代の歌人で、「土佐日記」の作者
④聞くは〇〇〇〇の恥、聞かぬは一生の恥
⑤「ここが○○○○○○」乗り切らなけれ
ばならない大事な局面。
⑥ヨーロッパでは６月の花嫁は幸せにな
れるという言い伝えがあるそうです。
⑦楕円形の橙色の果実で、長崎県が生産
量全国１位。弦楽器の名前にもあります。

ヒント 時間に関心を持つきっかけに
’22年
6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

畳の表替えをやりたく
て、畳屋さんをさがして
いたのですが見つからず
困っていました。そんな
時、コープの住宅セン
ターを知り、お願いしま

した。提携の畳屋さんの対応もとても良
く、障子の張り替えも一緒にされるとの
ことで、本当に助かりました。ありがと
うございました。

畳の表替えと一緒に障子の
張り替えもお願いしました。
畳の表替えと一緒に障子の
張り替えもお願いしました。
畳の表替えと一緒に障子の
張り替えもお願いしました。

延岡市の組合員さんより

畳と障子

の張替え

窓を全開にして、涼
しい風を部屋に取り
込みましょう。

戸車の交換など修理
も承っています。

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！

写真は、ある組合員さん宅で採
取した白蟻です。羽根アリとなっ
て飛んできた白蟻は、直ぐに羽
根を落とし侵食を始めます。

調査・見積は無料です。
お気軽にご相談下さい。

蛇口の水漏れや
ボイラーの修理
も承ります。

★ 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。

雨ジミや色の変色が気にな
りだしたらご相談下さい。

塗装でお家は明るくよみが
えります。

イメージ・ご予算に合わせて
3,300円（税込）よりお作りします。

電話１本でご希望の場所まで
お届けします。

いつも

ありがと
う
メッセージカードや札カードも
お付けできます。（30文字以内）

●宮 崎 県 内…1カ所につき300円
●県外お届け…地域によって料金が異なります。

お問い合わせください。

送料
（別途）

フラワー宅配サービス

アレンジフラワーや花束、鉢物などご相談に応じます。
※観葉植物や寄せカゴなどは在庫がない場合もあります。ご希望の方はお早めにお申し込みください。

写真は父の日に贈られた3,300円のひまわり入り
アレンジフラワーの一例です。（高さ約22cm）
写真は父の日に贈られた3,300円のひまわり入り
アレンジフラワーの一例です。（高さ約22cm）

お父さん
ありがとう

6月19日（日）は
父の日

66月119

父の日に「ありがとう」の気持ちを込めて！父の日に「ありがとう」の気持ちを込めて！父の日に「ありがとう」の気持ちを込めて！父の日に「ありがとう」の気持ちを込めて！

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
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に

添
え
て
贈
り
ま
せ
ん
か
？

「コープフラワー宅配サービス」
の資料は、下記QRコードから

資料請求番号

3 7 2 4 7 4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

注文期間：６月６日（月）～７月１５日（金）

0 9 0 4 5 0注文
番号

◆一般前売券
800円（当日1,000円）（税込）

0 6 9 6 9 8注文
番号

◆中・高生前売券
300円（当日500円）（税込）

3 7 1 2 3 1注文
番号

◆前売りペアチケット
1,500円（税込）

開催期間：7月16日（土）～9月7日（水）
休館日：月曜日 （７／１8を除く）  ７／１９、８／１２
開催時間：１０：００～１８：００（展示室入場は１７時３０分まで）
会場：宮崎県立美術館  2階企画展示室

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。

ホキ美術館のコレクションの中から選りすぐり、現代写実絵画
を代表する森本草介、野田弘志、五味文彦ら25名の作家によ
る名品64点を一堂に展覧いたします。作家それぞれの超絶的
な技法により描き込まれた写実絵画の魅力をご堪能ください。

ホキ美術館名品展 －写実 永遠の存在感－

生島　浩／5：55／2007～2010年

Ｎｅｗ

ふとん丸洗い・丸洗い＋再生ふとん丸洗い・丸洗い＋再生ふとん丸洗い・丸洗い＋再生

資料請求番号

3 5 4 8 0 5

丸洗い・
再生の工

柄等が掲載されて
いるチラシをお届
けします。

　長く使っていた羽毛布団。生
地が弱まってかぎざきをしてしま
いました。捨てるのもどうかと思
い、再生を利用。大切に使ってい
た布団が生まれ変わり、さらに長
く使えるようになり大満足です。

（都城市の組合員さんより）

① お申し込み ③ 布団の梱包

④ 布団の回収
② 回収キットの発送

コープみやざき
生活サービスセンター
☎0985-29-5800 
までお電話ください。

1週間程度でゆうメー
ル等にて回収キット
（布団回収袋・説明
書・明細書）をお届け
します。

お届けした回収袋
に布団を入れてご
用意ください。

仕上がり次第、宅配業者がお届けします。

ご案内した回収日
に、宅配業者がご自
宅まで回
収に伺い
ます。

布団が生まれ
　　　 変わりました　今週、共同購入カタログと一

緒にお届けしています。新柄も
ご案内しています。
（通年でご利用いただけます）

２０２２年の新しい
　チラシができました
２０２２年の新しい
　チラシができました
２０２２年の新しい
　チラシができました
２０２２年の新しい
　チラシができました

年でご利用いただけます）

羽毛ふとん再生
　新柄〈マリンローズ〉

下のQRコードからも資
料をご覧いただけます。

注文期間：６月６日（月）～７月８日（金）

開催期間：7月9日（土）～9月4日（日）
休館日：毎週火曜日（８月９日は開館）
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

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。

深海魚やサメなどのこわ～い生き物から、色とり
どりのかわいい魚たちまで、海の魅力を詰め込ん
だ展覧会！

モンスター水族館 ～深海魚とサメのひみつ～

3 7 1 2 7 1注文
番号

◆大人前売券（高校生以上）
800円（当日1,000円）

3 7 1 2 9 7注文
番号

◆小人前売券（４歳から中学生まで）
500円（当日600円）

※３歳以下
無料

観
覧
料

（
税
込
）

Ｎｅｗ

たたっったた界界世世世 たた一 ののの絵世世 たた 絵絵本本世界 本絵絵本本冊冊のののの絵絵たた一冊冊たたっったた界界ででたた世世界界界世世界界界世世世 の 本絵絵世 本本絵絵本本絵絵絵絵絵絵のののののの冊冊冊冊冊たたたたでで界界界界界界界界界界世世世世世世世世世世世世世世世世世世世世 っっっっ 一世世世世世世界でたった一冊の絵本世界でたった一冊の絵本世界でたった一冊の絵本
あなたが絵本の主人公あなたが絵本の主人公

だれもが主人公となって物語が展開
するオーダーメイドの絵本です。

3 6 7 7 8 1
資料請求番号

まずは詳しい資料をご請求ください。

全絵本：組合員価格
　　 3,971円（税込）

（35ページ  縦266mm×横217mm）

右は、ご結婚祝いに適した「アニバーサリーリース」絵本の一部
です。各ページにご結婚されるお二人の名前が出てきて、花に
託された言葉や伝説が永遠のメッセージとなって響きます。

お申し込みから１０日ほどで絵本をお届けします。
ご結婚祝い
にもどうぞ！
ご結婚祝い
にもどうぞ！

3

ま

全

お

★ほかにも、お誕生日・ご出産のお祝いなどに適し
たものもあります。

右のQRコード
で、各絵本の詳
しい内容が確
認できます。

内案ごのごのんのんんんんふとふとふししふし貸貸貸し貸 ごごごごごごごごごごごごごののごのご貸貸貸貸 とととんととんんとととんとんとんととんんとんとしふししふししふふしふししふふししふふ ののののののののふふふふとふとふふとふふととふふとんんんんんんんんののんんの貸貸貸 内内内貸貸貸貸貸貸し貸貸し貸し貸貸貸しし貸貸貸貸しふししふふしふししふふふしししふとふふととふとふふととふとふふふとんととんんとんととんんんとんとんとんのんんののんのんんのののんのんのんのごののごごのごののごごのごごのご案ごご案案ご案ご案案案案ご案案ご案案内内内内内貸貸貸貸貸貸貸しし貸貸貸貸し貸ししふししふふしししふふふとふふととふふふふとととんととんんとととんんんんんののんんのごののごごごのごののごごご案ごご案案案ご案ごご案案案内内案内貸しふとんのご案内貸しふとんのご案内

料金等詳しい内容につきましては、
生活サービスセンターへお問い合わせください。

●おふとんは、お布団屋さんでの受け取り・返却になります
●シングル基本1組（掛・敷布団・枕・シーツ・カバー）
●単品での貸し出しも可。

小林市・都農町小林市・都農町小林市・都農町のお布団屋さんと新たに提携しました

ご利用された方の声

ふとんを干したり、シー
ツを洗ったり等手間が
省けて楽でした。

買うと収納スペース
にも困るので、貸し
ふとんは便利です。

組合員さ
んの

ご要望に
より

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。

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。

ゴスペラーズ坂ツアー2022
“まだまだいくよ”

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。

小椋佳 ファイナル・コンサート・ツアー「余生、もういいかい」

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

※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。

+送料 430円 ガチケットは公演日の   　　　までにお届けいたします。1週間前1週間前

+送料 430円 ガチケットは公演日の   　　　までにお届けいたします。1週間前1週間前

+送料 430円 ガチケットは公演日の   　　　までにお届けいたします。1週間前1週間前

6月号Vol.1　2022年5月30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


