
＜キリトリセン＞

また、9月号のご応募は527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
10月号の答えは でした。オ ン ナ ゴ コ ロ ト
クロスワ ドクイズ

都農町の組合員さんより
衣替え・・・私は1年で

成長しているため、入る洋
服を探す事からです。(・。・;

西都市の組合員さんより
本当に秋が短くなりまし

たね。私も秋の空や食べ物が
大好きです。短い期間を満喫
したいと思います。(*^_^*)

「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11月末日ご提出分まで

①事実は〇〇〇〇〇よりも奇なり。
②全国にあった藩を廃止し「府県」を配置した
明治の行政改革。
③１１月１５日。子どもの成長を願って神社へお
参りに行きます。
④体内に侵入した細菌やウイルスから体を守っ
てくれる防御システム。
⑤１１月２３日は〇〇〇〇感謝の日。
⑥大麦や裸麦を煎って挽いた粉。
⑦１１月下旬に宮崎市のフェニックスカント
リークラブで開催される、国内外からトップレ
ベルの選手が参加する競技。

ヒント 秋が深まるとなぜか・・・
’22年
11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

　こんな簡単な工事をお
願いしていいものかだい
ぶ迷いましたが、気持ち
良く対応していただき、
長年我慢していた不具合
も解消され快適になりま
した。ドアノブも二種類
準備してどちらか選択で

きるよう配慮して下さり、若いのにとて
も誠実さが感じられました。有り難うご
ざいました。

簡単な工事でも気持ち
良く対応して頂きました。
簡単な工事でも気持ち
良く対応して頂きました。
簡単な工事でも気持ち
良く対応して頂きました。

宮崎市の組合員さんより

ドアノブ

取り替え

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

台所は、普段から火や油を
使うため他の部屋より傷み
も早いです。台所を明るく
てみんなが楽しめる空間に
改装してみませんか？

•流し台の取り替え
•収納戸棚の取り付け
•照明器具の取り替え
•壁や床の張り替えなど

●床板がふわふわしだした
ので張り替えたい。

●畳の部屋を板張りの床に
張り替えたい。

など、何でもご相談下さい。

【霊標への文字入れ】
工場で機械を使って綺麗に文
字彫りします。

【墓じまい工事】
墓地を返納するには、墓石を撤
去し、更地にもどす必要があり
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。

使い易い台所に改装して
みませんか？

車両本体価格が利用割戻しの対象になります。

資料はQR
コードから
もご覧いた
だけます。➡

資料請求
番　　号 3 7 1 2 6 2

車種や排気量・予算・車体の
色などご希望がありましたら
電話でお伝えください。提携
の中古車屋さんからご希望に
近い車をお探しして、情報を
お伝えします。

成約になると嬉しい特典と
　　　　　利用割戻しが…
成約になると嬉しい特典と
　　　　　利用割戻しが…
ご成約（購入）されましたら、車の代
金によって3千円～１万円分の特典
がございます。

新車の納車に時間がかかって困るという方には、こちらもあります

中
古
車
購
入

☎0985-29-5800
1

2

3

4

まずはカーライフ支援センターに
「新車特典カードをください」とお
伝えください。

カーライフ支援センターで「特典カード」を
発行しお送りします。コープみやざき各店舗
でも発行できます。（有効期限は3カ月です）

契約前（車を注文される前）に販売店
の方にお渡しいただいたらカーライ
フ支援センターにお知らせください。

納車になりましたら、再度カーライフ支援セ
ンターにお知らせください。車により３千円～
１万円分の特典をお贈りします。
『くらしの積立に加算』または『コープ商品券』
から選べます。

※ネッツトヨタ宮崎では、ダイハツ車購入の場合も使用できます。

（県内10店舗）

（県内12店舗）

（県内9店舗）
（清武加納・日南・串間）
（都城市内3店舗）
（日向市亀崎）

提
携
販
売
店

☎0985 29 5800
1

まずはカーライフ支援センターに
「新車特典カードをください」とお
伝えください。

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

生協を通して成約になると
特典があります。契約前に特典カードの申請を！

購入予定の方を紹介するサー
ビスです。発注済み、契約済み
の方はご利用いただけません。

灯油配送サービスのご案内
ボイラー灯油（通年）・ポリ缶灯油（冬場のみ）

重い灯油を自宅まで配送します‼重い灯油を自宅まで配送します‼

登録制（給油場所の地図を専用申し込み用紙に記入）となってい
ますので、生活サービスセンターにご連絡ください。

電話しなくても定期的に給油
してくれるので安心。
※地域によっては電話でお申し込みのとこ
ろもございます。

冬場（11月～3月）は月2回、夏
場（4月～10月）は月1回定期的
に伺います。

地域によっては給油サービスを
行っていないところもあります。
生活サービスセンターにお問い
合わせください。

代金は給油から3～5週間後に共
同購入の納品書にてご請求させ
ていただきます。

ボイラー
灯油配送

ポリ缶
灯油配送

電話1本で必要なときに必要
な量を給油します。
※電話をいただいて3日以内に配達します。

冬場（11月～3月）のみの給油
サービスです。配送業者に直接
電話でお申し込み。

重い灯油も玄関まで持って来てもらえるので
助かっています。

忘れていても定期的に給油していただけるので
安心です。

いよいよ
11月より
スタート！！

登録の方に
通年で配達
しています

下のQRコード
で、各絵本の詳
しい内容が確
認できます。

本本本本本本本本本本本本たたったたた ののののの絵絵絵本本た 本本本本本本本本本絵絵本本本絵絵本本本のの絵絵のののののた 冊冊たたっっったた界界ででたた世世界界世世 の 本本本本本たたたたたたたた 絵絵絵絵絵絵絵本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵絵ののののの冊冊たたたたたたたたででででで界界界世世世世世世世 っっっっっ世 冊冊冊冊冊冊界界世世界世世世世世世世世界界界界界 絵絵ののの 本本本本絵絵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

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）

左のクリスマ
ス用の絵本
は12月10
日土までに
お申し込みく
ださい。お申し込みから10日ほどで絵本をお届けします。

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

他にも、お誕生日・ご出
産・ご結婚記念などに適し
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！

注文期間：１２月１６日（金）まで

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

ⒸIWASAKI CO.,LtdⒸIWASAKI CO.,Ltd

　県外から１０人帰省しました。家の布団
では足りなかったのでお借りしました。今

回のことで学びました。レンタルすれば、しまう前に
干す必要なし、シーツの洗濯も必要なし。年に１度くら
いの帰省なので、今後必要な時はお借りしようと思い、
家の布団を少し整理できました。

〈ふとん丸洗い・ふとん丸洗い＋再生〉ん丸洗い・ふとん丸洗い＋再生〈ふとん丸洗い・ふとん丸洗い＋再生〉〈ふとん丸洗い・ふとん丸洗い＋再生〉〈ふとん丸洗い・ふとん丸洗い＋再生〉〈ふとん丸洗い・ふとん丸洗い＋再生〉

年末・年始のお客様用布団の準備はお早めに！年末・年始のお客様用布団の準備はお早めに！

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。

貸しふとんのご案内貸しふとんのご案内貸しふとんのご案内貸しふとんのご案内

年末年始のご
利用が多いた
め、お申し込
みはお早めに
お願いします。

急な来客で
お布団が必要に
なった

家族が帰省する

間だけお布団が

ほしい

（宮崎市の組合員さんより）

提携店が
宮崎市／日南市／延岡市／小林市／都農町
になりますので、お届け・回収ができない
地域、ご利用に制約のある場合があります。
生活サービスセンターへお問い合わせください。

年内にお届けは12月3日（土）
お申し込みまで。12月4日以降
は年明けのお届けになります。

お知らせ

　購入して何十年、再生し
たいと思いながらもなかな
か行動できずにいました
が、思い切って頼みまし
た。今ある資源を大切に
活用できるといった点で、
再生できて良かったと思っ
ています。大切
に使用していき
ます。
（高千穂町の
　　　組合員さんより）

3 5 4 8 0 5
資料請求番号下記QRコードか

らもご覧いただ
けます。

コープみやざき
の各店舗にもチ
ラシを置いてい
ます。

提
宮
に
地
生

きるといった点で、
きて良かったたとと思思っ
す。大切切
していいきききききき

の
員さんより）り）

約１年間有効（１回限り）の
チケットです

宮崎キネマ館宮崎キネマ館

※映画をご覧の方は、カリーノ駐車場4時間無料

注文期間：11月7日（月）～12月16日（金）

3 7 1 3 4 6注文
番号◆一般券 1,500円（税込）

3 7 1 3 5 1注文
番号

◆シニア券
　（60歳以上） 1,200円（税込）

3 7 1 4 6 0注文
番号

◆こども券
　（3歳～高校生） 900円（税込）

で上映されるどの映画でも
観ることができるチケットです。
注）特別興行作品にはお使いいただけません。

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。

宮崎市高千穂通１丁目178
カリーノ宮崎駐車場TRUNK
TEL 0985-28-1162

上映作品や休館日等は、宮崎キネマ館へ
（ホームページまたはお電話にて）ご確認ください。

Ｎｅｗ

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。

コブクロ

Ｎｅｗ

KOBUKURO LIVE TOUR 2022 
"GLORY DAYS"

※６歳未満入場不可
おひとり4枚まで

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 キ
+送料
430円

メディキット県民文化センター 16：00開演12月11日（日） 
7,200円（税込）全席指定

※車椅子席 7,200円（税込）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

２０２２ＦＩＮＡＬ「ＫＡＩＫＩ」

ソ

+送料 430円 タ

前川清ファミリーコンサート

+送料
430円

①都城市総合文化ホールＭＪ
　（大ホールきりしま） 13：00開演2月17日（金） 
②延岡総合文化センター 18：20開演2月17日（金） 

6,300円（税込）組合員価格
S席 6,800円（税込）を全席指定

※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。 

出演者：前川清・紘毅・前川侑那
　　　　えとう窓口（Ｗエンジン） 11月7日月より受付
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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


