
＜キリトリセン＞

また、8月号のご応募は437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
9月号の答えは でした。イ ッ チ ダ ン ケ ツ
クロスワ ドクイズ

新富町の組合員さんより
　　運動会！私もお弁当が楽し
みで、祖母が作る『いなりずし』
が楽しみでした。今は母が引き
継いでいます。

日向市の組合員さんより
　　モンブラン選手権！楽しそ
うですね。私も真似していいで
すか？私は芋選手権を開催しま
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10月末日ご提出分まで

①秋の日は〇〇〇〇○
　秋の太陽はあっという間に沈んでしまうこと
のたとえ。
②「行灯」何と読む？　照明器具の１つ。
③１月は睦月、２月は如月、では１０月は？
④とびうおからとっただし。
⑤１２/１０（土）～１１（日）は、マリンメッセ福岡
Ａ館でコンサートがあります。上の
　チケット販売のところを見てね。
⑥１０/３１は○○○○○。「お菓子くれなきゃい
たずらするぞ！」
⑦♪夕焼け小焼けの○○○○○♪。

ヒント 秋の空のようにコロコロ変わりやすい
’22年
10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

　連日暑い日が続くなか、
丁寧に仕事をしていただき、
感謝しています。社長さん
をはじめ社員の皆様も丁寧
に対応して下さり、説明の
うえ工事を進められたので
とても安心できました。特
に玄関ドアは、素人では気

付かないような違和感まで調整していただ
き、開閉がスムーズになりました。有り難
うございました。

素人では気付かない違和感
まで調整して下さいました。
素人では気付かない違和感
まで調整して下さいました。
素人では気付かない違和感
まで調整して下さいました。

日向市の組合員さんより

雨樋他

補修工事

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！

どんなお悩み事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 塗装工事

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

クロスのシミや剥がれもご
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。

など、何でもご相談下さい。

★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。

★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。

•蛇口の水漏れ
•トイレの水漏れ
•水道管や排水管の水漏れ
•太陽熱温水器の水漏れ
•ボイラーの水漏れ など

塗装は大切なお家を、風雨か
ら守り、長持ちさせる役目が
あります。

定期的な塗装
で家をしっかり
守りましょう。

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

わかりやすく説明していただきました

点検も隅 ま々で行き届いて整備もきれいにされてあ
り、整備内容もわかりやすく説明してくださいました。

故障した車を自宅まで引き取りに来ていただき、
修理後に職場まで届けてもらい助かりました。

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）

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。
　（ご自分でお持ち込み・引き取りされると片
道1,000円の割引になります）

●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

●
藤元自動車工場
（宮崎市芳士）

右のQRコードからも資料を
ご覧いただけます。

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

　母が作ってくれたふとん。
生地が破れてしまい、どうし
ようかと思っていたところ、
ふとん丸洗い再生があったこ
とを思い出し、お願いしまし
た。ふかふかの仕上がりで、
毎日寝るのが楽しみです。

（宮崎市の組合員さんより）

毎日寝るのが楽しみです
　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年秋の新しい
　チラシができました
２０２２年秋の新しい
　チラシができました
２０２２年秋の新しい
　チラシができました
２０２２年秋の新しい
　チラシができました

内しています。
（通年でご利用い
ただけます）

羽毛ふとん再生
　新柄〈グラン〉

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。

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
　毎年、クリスマスプレゼントは何がいいかなぁ～と悩んでい
ましたが、この絵本のことを知り注文しました。出来上がって
きた絵本を孫に送る前に先に拝見しましたところ、満足できる
すばらしい絵本で、私の方が気に入りました。絵色、絵柄も良く、
ほんわか優しい気分にさせていただきました。孫が読みやすい
字の大きさで、大変満足です。５歳の孫も大喜びで、何回もた
どたどしい読みで読んでいるそうです。

★他にも、お誕生日・ご出産・ご結婚・ご結
婚記念日などに適したものもあります。プ
レゼントやアニバーサリーの記念品等に！

全絵本：組合員価格　3,971円（税込）
（35ページ　縦266mm×横217mm）

絵本『とっておきのプレゼント』は
クリスマスのプレゼントに！

絵本のページをめくると…絵本のページをめくると…

（一部抜粋／申込書に記入したお孫さんや
兄弟の名前が〇〇に入ります）

3 6 7 7 8 1資料請求
番　　号

〇〇ちゃんにも サンタクロー
スのおてつだいが できるよ。
せかいじゅうの こどもが しあ
わせに なれるための おてつだ
いがね。なーに、かんたん か
んたん！〇〇ちゃんのまわりの
〇〇くんや 〇〇ちゃんに やさ
しくしてくれれば いいんだ。

まずは詳しい資料をご請求ください。

（串間市の組合員さんより）

お申し込みから10日ほどで
絵本をお届けします。

12月10日土
までにお申し
込みください。

下のQRコード
で、各絵本の詳
しい内容が確認
できます。

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）

TEL 0985-29-5800

24時間  年中無休  
ペット霊園
　ドリームランド
TEL 0120-660-919

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。

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Q R
コードからも
ご覧いただ
けます。➡

3 6 6 1 5 6
資料請求番号

組
合
員
特
典

●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。

注文期間：１０月１０日（月）～１２月１６日（金）

3 7 1 3 2 7注文
番号

◆一般前売券（中学生以上）
800円（当日900円）（税込）

3 7 1 3 4 3注文
番号

◆4歳～小学生前売券
500円（当日600円）（税込）

※3歳以下は無料

開催期間：2022年12月17日（土）～2023年1月22日（日）
 10：00～18：00（展示室入場は17時30分まで）
 ※休館日 12/31（土）、1/1（日）、1/2（月）
 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。

本展では、リアルでユニークな「食品サンプル」約130点
と、「食」をテーマに制作された絵画、写真、立体作品等を
展示します。家族みんなで驚きと楽しさを感じながら、目
で「おいしさ」を味わう展覧会です。

～これって、食品サンプル！?～ 目で味わうアート展Ｎｅｗ

ⒸIWASAKI CO.,LtdⒸIWASAKI CO.,Ltd

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。

野口遵記念館 開館記念プレイベント ミュージカル 北斎マンガ  

コブクロ

Ｎｅｗ

KOBUKURO LIVE TOUR 2022 
"GLORY DAYS"

Ｎｅｗ

※未就学児入場不可。

※６歳未満入場不可
おひとり4枚まで

+送料 430円 延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 キ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

※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。

全
席
指
定

延岡総合文化センター
15：00開演11月20日（日）

4,000円（当日4,500円）（税込）●大人

2,000円（当日2,500円）（税込）●高校生
　以下

マリンメッセ福岡Ａ館 17：30開演●12月10日（土）
16：00開演●12月11日（日）

9,000円（税込）全席指定先行予約

10月10日月より受付

10月号Vol.1　2022年10月3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


