
＜キリトリセン＞

また、7月号のご応募は514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
8月号の答えは でした。ニ ュ ウ ド ウ グ モ
クロスワ ドクイズ

新富町の組合員さんより
　　 私も姪が５歳くらいの時によく
青島に行って遊んでいました。良い
ところですよね。２１歳になった姪
とまた行きたくなりました。(*^_^*)

宮崎市の組合員さんより
　　 お母様とクイズを楽しんでいる
様子が伝わってきて嬉しくなりまし
た。ありがとうございます。私も今
になって母のしていることや料理の
工夫等すごいと感じています。母は
偉大ですね。(#^.^#)

「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9月末日ご提出分まで

①９月第３月曜日は〇〇〇〇の日。
　おじいちゃん、おばあちゃん、元気でいてね。
②霊的な力が満ちているとされる場所。
　パワー〇〇〇〇と呼ばれています。
③目は〇〇ほどにものを言う。
④全校生徒で踊る「マイムマイム」「オクラホマミ
クサー」など、昔は運動会の定番でした。
⑤うっかり間違って思い込むこと。
⑥明け方に東の空に輝いて見える金星を〇〇
の明星と言います。
⑦焼いたりふかしたりして、これからますますお
いしくなります。焼酎の原料にもなっています

ヒント 赤勝て白勝て
’22年
9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

買い物はしていましたが、
住宅センターは知らなくて
近所の方より教えてもらい
ました。森のようになって
しまい、気分も悪くなるよ
うだった庭が、一日で綺麗
になりました。お仕事が早

く、草むしりまで猛暑の中して下さり、感
謝、感謝です。作業された方もとても感じ
が良く、またお願いしたいと思いました。

森のようだった庭が、
一日で綺麗になりました。
森のようだった庭が、
一日で綺麗になりました。
森のようだった庭が、
一日で綺麗になりました。

宮崎市の組合員さんより

庭木の
剪定

雨ジミや色の変色
が気になりだした
らご相談下さい。

定期的な塗装
で家をしっかり
守りましょう。

お正月に家族や親せきがあつ
まるので綺麗にしておきたいと
いうご相談が多数入ってきます。

年末になると混み合う工事をご紹介
します。お申し込みはお早めに！！

畳・襖・障子の張り替え

涼しくなってからご依頼されて
も施工は年明けになってしまう
という事が毎年発生しています。

庭木の剪定

ガスレンジや換気扇の清掃、浴
室清掃など、お正月前に綺麗に
したいという方で混み合います。

ハウスクリーニング

－見積りだけでも早めに取られてみませんか？－

『こんな些細な事でも相談できるの

かしら？』といった事でも、まずはかしら？』といった事でも、まずは

住宅センターにご相談ください。住宅センターにご相談ください。

『 んな些細な事 も相談 きる

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！

火や油を使い傷みやすい
のが台所です。

☆ 流し台の取り替え
☆ 床・壁の張り替え など、

　 何でもご相談ください。

クロスのシミや剥がれ
など何でもご相談下さい。

トイレなど狭い面積の所で
も喜んで承ります。

柄やデザインも豊富です。

毎回丁寧に点検していた
だき、安心して車に乗れま
す。修理の説明もきちんと
していただき、納得です。
ありがとうございます。

あなたの車のホームドクター

コープ 検・点検・修車検・点検・修理車検・点検・修理車車車検・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

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。
※お伺い出来ない
　地域もございます。

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。

◆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…

（都城市の組合員さんより）

●追加料金のいらない安心プラン。
※事前にお見積もりをお出しします
ので、不明瞭な追加料金は発生し
ません。

●コープカード提示で基本セット料金から
組合員割引。
●セットプランの中から基本料金（祭壇+棺
+装具一式）が利用割戻しの対象に。

各斎場とも、『家族葬』の対応もいたします。各斎場とも『家族葬』の対応もいたします

お葬式のご相談、ご依頼は
24時間いつでも承ります
お葬式のご相談、ご依頼は
24時間いつでも承ります
お葬式のご相談、ご依頼は
24時間いつでも承ります

コープみやざき葬祭サービスは 組合員特典は

総合案内センター 葬儀のお申し込み、事前相談、あらゆる相談窓口になります。

3 5 0 2 2 2
資料請求番号

葬祭に関する資料と
各種プランの料金
表をお届けします。

各斎場についての詳細やご相談、マナーなど下記の
フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

各斎場の詳しい内容
を、下のQRコードで
ご確認いただけます。

西都地区
(有)西都弘益社
●瀬口斎場

延岡・日向地区
(株)石丸
●延岡石丸会館
●日向石丸会館

児湯地区
(株)あおい会館
●川南式場
●高鍋式場
●新富式場
●都濃式場

小林・高原地区
(有)宮内葬儀社
●西町斎場
●上町斎場
●上町斎場 ラウル会館

えびの地区
(有)えびの公善社
  　まつい会館

●大明司斎場
●飯野斎場
●京町斎場

都城市内（高崎・山田地区）
(株)アイワホール
●あじさい会館・こすもす会館
●上町会館
●山田会館
●ファミリーホール中霧会館
●高原会館
●南よこいち会館・さくら会館
●しもながえ会館 都城市内（旧北諸県郡）地区

(株)つるさき
●つるさきエヴァホール

宮崎市佐土原地区
(有)内藤葬祭
●内藤会館
●家族葬リアンホール

日南市・北郷町
(株)メモリアル日南

宮崎市郡・東諸地区
(株)ふじもと美誠堂
●アルテ桜ヶ丘
●アルテ本郷
●アルテ大淀
●アルテ宮崎駅東
●家族葬ホール絆

提携店（10社29斎場）（10社29斎場）

どんな工事でも
見積もり （0985）29-5

住宅センター（宮崎県内全

コ
ス
載

コ
修

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。

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）
メ
おおめでと

う

●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

他の用途のお花も承れます。お気軽にお問い合わせください。他の用途のお花も承れます。お気軽にお問い合わせください。

写真は敬老の日に贈られた4,000円の
寄せカゴセットです。

写真は敬老の日に贈られた4,000円の
寄せカゴセットです。

9月19日月は敬老の日 アレンジフラワーだけでなく
　　　 や　　　　　　　　も

お作りします。

アレンジフラワーだけでなく
　　　 や　　　　　　　　も

お作りします。

アレンジフラワーだけでなく
　　　 や　　　　　　　　も

お作りします。
「寄せカゴセット」「寄せカゴセット」「寄せカゴセット」「花束」「花束」「花束」離れて暮らすおじいちゃん、おばあちゃんへ

お花を贈りませんか？
離れて暮らすおじいちゃん、おばあちゃんへ

お花を贈りませんか？

資料請求
番　　号 3 7 2 4 7 4

（在庫がない場合もありますので早めにお申し込みください。）

ふとん丸洗い・丸洗い＋再生

　毎年丸洗いをお願いしています。お値段
もお手頃で何より安心してお願いできるこ
とがリピートにつながっています。お布団
の仕上がりも満足です。

（宮崎市の組合員さんより）

（都城市の組合員さんより）

　長い間、ダブルで過ごしてきましたが、年
をとり、布団干し、シーツ交換などが苦にな
りました。それと月日が経つにつれ汚れも
気になり、今回再生でお願いしました。念願
のシングルです。冬が来るのが楽しみです。

ダブルからシングルへ

　寝ている間にかく汗の量は1日約コッ
プ1杯分。丸洗いでキ
レイに汚れを落とすこ
とをオススメします。

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

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。

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。

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
が記載されているチ
ラシをお届けします。

右のQRコードからも資料を
ご覧いただけます。

コープカードを紛失された方は再
発行ができます。また、ご家族用
に“家族カード”（現金支払いのみ）
も発行できます。

●「ガソリン」「軽油」「灯油」が組合員価格でご利用いた
だけます。
※セルフの場合は最初にコープカードを機械に通してください。

●ご利用代金が利用割戻しの対象になります。
●ガソリン以外の洗車、オイル交換、タイヤ、車検も利用割
戻しの対象になります。

コープカードを最初にご提示いただくと・・・コープカードを最初にご提示いただくと・・・コープカードを最初にご提示いただくと・・・

3 5 0 2 4 9

ガソリンスタンド
地図請求番号

QRコードからも
ご覧いただけます。

提携ガソリンスタンド

↓至宮崎市

↑至新富町

パチンコパーラー
ABCさん

コープみやざき
佐土原店

仕出しのくりもと

至石崎の杜　
歓鯨館→

ひ
む
か
神
話
街
道
（
国
道    

号
線
）

宮
崎
イ
ン
タ
ー
佐
土
原
線10

「コープみやざき佐土原店の向かいに
提携ガソリンスタンドが増えました！」
「コープみやざき佐土原店の向かいに
提携ガソリンスタンドが増えました！」
「コープみやざき佐土原店の向かいに
提携ガソリンスタンドが増えました！」

「東九州石油 佐土原SS」
宮崎市佐土原町
下那珂3507ｰ2

コープみやざき
提携ガソリンス
タンドは県内に
６０カ所

本本たたっったた世 本本本本たた一 ののの絵世世 たた 絵絵本本世界 本絵絵本本本絵絵本本本絵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 本本本本本絵絵世 本本絵絵本本本本本本絵絵絵絵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 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、ご結婚・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。

サプライズの誕生日プレゼントに、孫や両
親まで驚いて喜んでくれました。兄妹も登
場で、皆嬉しがっていました！！色使いもと
てもきれいで読みやすく良かったです。

（「しあわせのタネ（子供版）」をご利用の組合員さんより）

10月から3月まで計6回、生協ご登録住所にお届けします。
※ご登録住所以外へのお届け希望の方は「生活サービスセンター」までご連絡ください。

「めくって楽しいさわって身につく布えほんコレクション」毎月2,618円（税込）×6回

取り外し可能な時計を使って針を動かして
みよう！ 時間に合わせて何をするかな？

配布の共同購入カタログの折り込みチ
ラシでご案内します。各店舗でも同様に
常備していますのでご確認の上、生活
サービスセンター 0985-29-5800まで
お問い合わせください。

手芸頒布会

花頒布会

●フェルトでつくるおままごとや棒針で
編むルームシューズなど全部で24点

●初心者の方でもはじめられるコースもあります。

●寄せ植え・プリザーブドフラ
ワー・育てて収穫するハーブの
寄せ植えコースなど、全部で9点
●お届けは平日・土日コースからお選びください。
●「フラコレサイト」で、24時間WEB受付が可能です。

9月12日（月）～16日（金）

毎月届く「手芸」と「お花」の頒布会毎月届く「手芸」と「お花」の頒布会毎月届く「手芸」と「お花」の頒布会毎月届く「手芸」と「お花」の頒布会毎月届く「手芸」と「お花」の頒布会毎月届く「手芸」と「お花」の頒布会毎月届く「手芸」と「お花」の頒布会毎月届く「手芸」と「お花」の頒布会 絡くださ 。

で

お届けキットの一例
（※共同購入カタログをご利用の方のみとなります）（※共同購入カタログをご利用の方のみとなります）

一例「めくって楽しいさわって身につく
　　　　布えほんコレクション」
3月お届け
「じかん」

手芸頒布会
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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


