
＜キリトリセン＞

また、5月号のご応募は510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
6月号の答えは でした。ト キ ノ キ ネ ン ビ
クロスワ ドクイズ

延岡市の組合員さんより
　　 梅雨時期のステキな過ごし方です
ね。私は雨に濡れたベランダをデッキブ
ラシでゴシゴシと磨いていました。今度
から窓や溝も一緒に洗ってみます!(^^)!

宮崎市の組合員さんより
　　 私の実家にも巣箱が3個あります
が、確かに刺された事がありません。声
や顔を識別するとは知りませんでした。

「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7月末日ご提出分まで

①「〇〇とジェリー」ネコとネズミが主人公のアメリ
カのアニメ。
②今年７月１０日は〇〇〇〇〇議員（国会議員）選
挙投開票日
③向日葵と書く夏の花。種は食用になります。
④〇〇〇〇ボックスは、携帯用保冷箱。
　アウトドアなど特に夏場は大活躍。
⑤電流の単位はアンペア、では電圧の単位は？
⑥今年の夏土用の〇〇の日は７月２３日と８月４日。
⑦７月７日は七夕。織姫と〇〇〇〇、会えるといいね。

ヒント 日差しを遮ろう
’22年
7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

　先日は手すりを設置し
ていただき、有り難うご
ざいました。階段に滑り
止めを付ける提案もして
いただき、上り下りが楽
になりました。業者さん
のお子様と私の孫の年齢

が近いということもあり、色々工夫して
いただき本当に助かりました。これから
もよろしくお願い致します。

階段の上り下りが
楽になりました。
階段の上り下りが
楽になりました。
階段の上り下りが
楽になりました。

宮崎市の組合員さんより

手すり

設置工事

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！

お盆の来客前に
悪い所を直して
おきませんか？

★ユニットバス設置
★浴槽の取り替え
★タイルの張り替え
★蛇口の修理・取り替え

など、何でもご相談下さい。

台所は、水まわりだけでなく床や
壁も他の部屋より早く傷みます。

　　　　　　　　　　　　など
様々なリフォームを提案します。
流し台取替 床･壁張替 

①材質にあった塗料を使い、見
積書に明記します。
②工事前にご近所へのあいさつ
回りを行ないます。
③塗料の飛び散りを防ぐネット
を張ります。

定期的な塗装で家を
劣化から守ります。

塗装で新築時の明る
さを取り戻します。

たたっったた世 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世世世世世世世世世世 っっっっ世 一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）

お申し込みから１０日ほどで絵本をお届けします。

するオ ダ メイドの絵本です。

★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。

　孫の１歳の誕生日に渡すことができました。
娘が読んで聞かせるねととても喜んでいまし
た。本当に世界でたった一冊の絵本で感動し
ました。一生大事にしてくれることでしょう。
（「たくさんのはじめて（１歳誕生日用）」をご利用の組合員さんより）

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：７月１５日（金）まで

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

提携自動車
学校は
県内に5校

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。

に車の免許取得をお考えの方へ夏に車の免許取得をお考えの方へ
●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）

短期間で取得が可能な「スピードコース」や
「合宿」につきましては定員があります。
夏休み期間中に免許取得をお考えの学生さ
んはお早めにお問い合わせください。
各自動車学校の資料をお届けします。

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

「メガネのヨネザワ」
（宮崎県内に16店舗）

1回につき
11,000円
（税込）以上
購入すると、

その場でコープみやざき商品
券５００円をプレゼント。

●コープカードを提
示すると、眼鏡・補
聴器の購入時５％割引き
（コンタクトレンズ・福祉機器等を除く）

●ご利用代金が利用割戻しの対象
になります。

コープカード提携店
メガネのヨネザワで
更にお得な特典のご案内

通 年

期間限定で

2022年7月8日金～7月24日日のみの企画です。
期間限定

④ 布団の回収③ 布団の梱包
お届けした回収袋に
布団を入れてご用意
ください。

② 回収キットの発送
1週間程度でメール便に
て回収キット（布団回収
袋・説明書・明細書）をお
届けします。

① お申し込み

ふとん丸洗い・丸洗い＋再生再生再再生再生再生生生生生生＋再＋＋＋再＋＋丸洗い＋丸丸洗丸丸洗洗洗洗いいいい＋いい丸洗いいいふとん丸洗いふふふとふとふとふ んととんと 丸んん丸ん 洗丸丸丸洗洗洗いいいいいいふとふ んと 丸ん丸 いい・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

　除菌スプレーや干すだけでは取れない個
人の匂いが取れて、生地もサラサラになっ
て、とても気持ち良くなっていました。使
用するのはこれからですが、心地よく眠れ
そうです。

（丸洗いを利用された延岡市の組合員さんより）

冬に活躍した厚手のふとん、使わない冬に活躍した厚手のふとん、使わない
この時期にきれいに丸洗いしませんか？

お盆前に仕上げて
お届けできるのは

7月15日（金）
お申し込み分まで
です。

お知らせ丸洗い料金（税込／種類・サイズ問わず）

1枚
6,000円

2枚
9,900円

3枚

14,600円
4枚

17,200円

1枚あたり
4,950円

1枚あたり
4,866円

1枚あたり
4,300円

12,100円3枚で羽毛掛ふとんに限り

匂いが取れてとても気持ち良くなっていました

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。

下のQRコードからも資
料をご覧いただけます。

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。

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。

仕上がり次第、
宅配業者が
お届けします。

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。

川商ホール
（鹿児島市民文化ホール）第１ 17：00開演9月4日（日）

YUZU ARENA TOUR 2022 SEES ‒ALWAYS with you‒
マリンメッセ福岡Ａ館

18：30開演8月17日（水）

マリンメッセ福岡Ａ館 17：00開演●8月20日（土） 16：00開演●8月21日（日）

11,000円（税込）指定席

9,800円（税込）全席指定Ｓ席

※３歳以上有料、３歳未満は膝上鑑賞可。
※Ｓ席・着席指定席はコープみやざきでの取り扱いはありません。

感染防止・予防対策を行い開催
いたします。

※未就学児童の入場はできません。
※プレミアムシート席は、コープみやざきでの取り扱いはありません。

政府および各自治体の感染対策ガイドラインに沿い、ご来場の皆様
が安心してお楽しみいただけますよう、十分な対策を講じたうえで
開催いたします。

※３歳以上有料。（２歳以下入場不可）

+送料 430円 キ

+送料 430円 キ

ビ

ソ

+送料 430円 キ

+送料 430円 キ

Ｎｅｗ

Ｎｅｗ

Ｎｅｗ

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

全国30本のアリーナツアーのファイナル公演！  25周年の集大成ライブをお見逃しなく！！

EXILE LIVE TOUR 2022 "POWER OF WISH"
福岡PayPayドーム 17：00開演●8月27日（土）

16：00開演●8月28日（日）
12,100円（税込）

※６歳以上有料、５歳以下入場不可
※応援グッズ付きチケットはコープみやざきでの取り扱いはありません。

※VIP席はコープみやざきでの取り扱いはありません。
※３歳以下入場不可。４歳以上チケット必要（膝上不可）。

おひとり4枚まで

おひとり
６枚まで

おひとり
4枚まで

おひとり
４枚まで

全席指定

9,300円（税込）組合員価格●S席　9,800円（税込）を

7,300円（税込）組合員価格●A席　7,800円（税込）を

©Disney©Disney

※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。 

熱唱  歌のステージ

May J. LIVE2022 in 清武

松田聖子 Seiko Matsuda Concert Tour 2022
“My Favorite Singles & Best Songs”

～名曲をあなたへ～
①メディキット県民文化センター
　（演劇ホール） 13：00開演9月15日（木）
②延岡総合文化センター 18：30開演9月15日（木）
③都城市総合文化ホールＭＪ
　（大ホールきりしま） 13：00開演9月16日（金）

6,300円（税込）組合員価格①②③とも  Ｓ指定  6,800円（税込）を
+送料
430円

+送料
430円

出演者：千昌夫・新沼謙治
　　　　中村美律子

宮崎市清武文化会館
17：00開演8月21日（日）

6,600円（税込）全席指定

各公演５０席限定 限定数に達し次第受付を終了させていただきます。

Ｎｅｗ

期日フリーチケット

TAOの里（大分県竹田市久住町）
くじゅう高原  TAOの夏フェス2022

6,200円（税込）大人 3,200円（税込）小学生・未就学児

※9日（火）・16日（火）・23日（火）休演

※8月28日（日）は使用できません。

8月6日（土）～28日（日）
開場9：00／赤兜LIVE14：00／閉場16：30

タ

くじゅう花公園近く

+送料
430円

7月11日月より受付

※期日限定席・千秋楽チケット（8/28）は、コープみやざきでの取り扱いはあ
りません。TAO事務局に直接お申し込みください。TEL092-721-2015
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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


