
府庁生協  く ら し コープ 2019/9

　　　ホームページ：http//fucho.u-coop.net/ 府庁生協   検索 　※スマホでもご覧いただけます

生協では『生きるためのがん保険』の取り扱いをしています　お問い合せください

　　日本人の２人に１人が「がん」に罹るといわれており、死亡原因の第 　【知っておきたい「がん」の知識】
　１位です。しかし、現代医療では、がんは治せる可能性が高い病気で ◯がんは年齢が高くなるほど罹る率が高まります。男性は50代から、

　もあります。がんに対する知識を深め、「早期発見、早期治療」が何よ 　女性は30～40代から要注意。

　り大事です。 ◯早期発見、早期治療で生存率が大幅に上がります。第１ステージの

　  昭和35年から９月を「がん制圧月間」と定め、がんについての正しい 　生存率は、胃がん97％、肺がん80％、子宮がん95％、前立腺がん

　知識の普及、早期発見、早期治療の徹底を呼びかけています。 　100％などです。（全がん協調べ。５年相対生存率）

　　併せて大事なのが治療費や入院費等の対策です。公的保険があ ◯早期発見、早期治療のメリットは、死なないことはもちろんですが、

　るとはいえ、差額ベッド代などかなりの自己負担を覚悟しなければな 　手術が簡単、入院日数が短い、経済負担が少い、職場復帰が早い

　りません。先進医療を受ければ治療費は拡大します。 　などいいことずくめです。定期の健診や人間ドックの受診を！

◯がんを防ぐための新12ヵ条（国立がんセンター）

　　府庁生協では、「アフラック」のがん保険や医療保険の取扱いを行 　１. たばこは吸わない　　２．他人のたばこの煙をできるだけ避ける

　い、組合員の皆様の安心をサポートしています。 　３．お酒はほどほどに　　４．バランスのとれた食生活を

　　保険には色々なプランや特約があります。どのようなプランや特約 　５．塩辛い食品は控えめに　　６．野菜や果物は豊富に

　が良いのかなど、皆様の条件に合った保険のご相談に、専門の募 　７．適度に運動　　８．適切な体重維持

　集代理店スタッフが対応します。 　９．ウイルスや細菌の感染予防と治療　　１０．定期的ながん検診を

　　　※団体扱いで安くなります。 ※ＨＰをご覧ください。  １１．身体の異常に気がついたらすぐに受診を

　　　※総務課にお電話を。　 パンフレットもあります。  １２．正しいがん情報でがんを知ることから

 　【お問い合せ】　生協総務課 075-441-7657  本庁内線 6110   FAX 075-441-2686　　（別館１階）

●2019年度 新団体医療保険・団体傷害保険・自転車保険のチラシ 職場に配布しました！
 ・新団体医療保険は、医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約等セットの団体総合保険です。

 ・団体傷害保険は、普通傷害・家族傷害保険で、国内外を問わず２４時間補償、ケガの入院・通院・手術を補償、自転車事故も対象。

 ・「自転車事故」への備え（体傷害保険）は、自転車事故やそれ以外の日常生活よる損害賠償、ケガなどの補償を行います。

 ◇保険期間は、１１月１日～（翌年）１１月１日です。　◇申込書を生協総務課（別館１Ｆ）までご提出ください。締切は、１０月１１日（金）です。

 ※お問い合せは生協総務課へ(075-441-7657)　 ※チラシはホームページからプリントできます（ＨＰは「府庁生協」で検索）

●京セラ ジュエリーアウトレットセール ※詳しくは２面や職場配布のチラシ、ホームページにてご確認ください。

 大幅割引きでご優待！ 天然ジュエリー～７０％off！　アクセサリー～９０％off！

　　９／１４（土）・１５（日）・１６（祝）10:00～18:00 (16日のみ～17:00)

　　京セラ㈱ 本社20F 大ホール （伏見区油小路パルスプラザ南）　駐車場完備

※職場配布のチラシが招待状です。必ずおもちください。

※来場記念 キュービックジルコニアペンダントプレゼント

旅行部からのお知らせ  旅行部 075-441-9615  本庁内線 6116   FAX 075-432-5040　　（別館１階）

◇２０１９親睦会旅行 計画の時期が来ました！　詳細は 生協ホームページ か チラシで（福利厚生センターのラック等に配架）

 秋は親睦会旅行のシーズンです。旅行部では例年通り『親睦会旅行モデルプラン』を作成しました。
①日帰りプラン ②土曜発２日プラン ③海外プラン
 近いから（余計）知らないIN京都  伊勢神宮でご利益頂戴旅IN伊勢志摩  ソウル１泊２日　宴会付

 日本六古窯の陶芸体験！IN三田  淡路島ぐるぐる渦潮旅IN兵庫淡路  済州島１泊２日　宴会付

 松茸あばれ喰い！朝ドラ人気IN信楽  妖怪満喫「人間っていいな」旅IN鳥取  台北　２泊３日　宴会付

 モノツクリ県に突入！IN愛知  緑のスポットで癒され旅IN信州  香港　２泊３日　宴会付

 夜まで満喫！体力は続くのか?! IN大阪  て～げ～て～げ～旅IN沖縄

 神戸クルーズランチ旅IN神戸  インファントに未だ大人気！IN北海道

 ふんわりとグルメと島を楽しむIN淡路島  牛タン・蒲鉾・海の幸満喫IN東北

 クエって食べたことあります？IN白浜  よさこいだけじゃないぞ！IN高知

その他、関西近郊のおすすめスポット一覧、金曜出発(１泊２日)のおすすめ旅館 もあります

発行：京都府庁生活協同組合　TEL075-441-7657 FAX075-441-2686  Mail: fucho-coop@mb3.seikyou.ne.jp

皆様のご利用が生協事業を支えています。生協をご利用ください。

９月は 『がん制圧月間』 です！



唱Kヨロ［［間l妙 ご招待状
本状をご持参下さい

京セラ株式会社より

ジュエリ⊥アウトレットセールのご案内

‾干 京セラジュエリーアウトレットセール

JEWELLERYOUTLET

のご案内

9／14匡】り6囲

修理・リフォーム相談会
思い出のリンクや宝石
が素敵なジュエリーに

たります。リフォームや

修理をお考えのジュエ
リーがございましたら

是非お持ち下さい。

9／14国ト16囲

RYOBl製品特別販売会
京セラグループに新たに加わりました京
セラインダストリアルツールズ株式会社
が取り扱うRYOBl

ブランドのパワー

ツールを特別展示
いたします。

9／14因ト16囲　図9／16圃

ガラガラ抽選会
豪華景品が当たるガ　定、適禦

ノ‾‾ゴ二
さ迷

ラガラ抽選会を開催
いたします。5，000

円（税込）以上お買い
上げの方に抽選券を＼＼式三三＝ナー
お渡しします。 画像はイメージです。

レトロゲームイベント
天然ダイヤモンドなどが当

たるレトロゲームイベント

を開催いたします。どなた

でも楽しめるゲームです。

受付開始時間】

．′‾

13時～／15時～　画像はイメージです。

本状持参のお客様とご同伴のご家族に限り、

規定割引価格からさらに5％割引いたします。
※一部除外品がございます。

く例〉10万円の商品が70％OFFの場合100，000円×30％×95％＝28，500円
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ダイヤモンドハ⊥フエタ二ティリング　　　　　　　　リバーシブルゴールドピアリング
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01芸完遺品，三芽柳2cm　　19，800円　03D合計030cLKはYG
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二二二二－
ド3WAYサークルペンダント　　　　　　　　ピンクダイヤモンドペンダント
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39，800円112豊8紆是豊　　　　39，800円　13認黒7芸完晶。m

39，800円122号冒…岩〉8許是認話し　　　　39，800円　14禁書吉500clup

二二で当　室垂蚕室攣撃頭重二二二㌦
EXカットダイヤモンド㌘ンタント　ノ　　　　H＆⊂ダイヤモンドリング＆ペンダント　　　　　　ピジョンブラッドルビナリング＆ペンダント
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ロイヤルブルーサファイアリング＆ペンダント

ぶ才　琶1漂湖頂20♂濃か21琶
98，000円　18㌫glOctupD合佃7cL　180，000円　20㌢憲憲CtupD合計肱　128，000円

69，800円17諾50ct　　　　　98，000円　1㌫認upD合計肋

あこや真珠ネックレス＆イヤリングセット

ネックレス　あこヤ烏孫SV925全長約43cnl

ZZg濫讐l㍊慧全紬3cm　　98，000円　Zj吾；石と言霊二喜Omm

射閥製■風速．接遇業ご

1Ctタイヤモンド 1⊂tダイヤモンドリング

27諾33呂品　　　　　240，000円　28D100ctupPT900
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吉宗十言㌫rt与認020clup　300，000円

24号；石と言浩二二…5mm

118，000円　25三㍍言…三二霊Omm

138，000円　21諾㌶70軌tupD佃07ct　160，000円

あこや薫珠ネックレス＆イヤリシグセット　　チ
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128，000円　言；託言霊三言至芸慧温習濫鮒

153，000円　26才；弓；；…宝器二…Omm　　298，000円

1Ctダイヤモンドダンシングストーンペンダント　　　　2Ctダイヤモンドペンダント
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匿　綿
298，000円　292認諾′器。D鮒OSO咽　　348，000円　302号g言言三吉5。

5Ctダイヤモンドテニスブレスレット
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798，000円

10ctダイヤモンドテニスネックレス

30？，讐窺表細蕊溢㌫こ二掌や竺建篭リングトルマリン0207Ct

、、三筋、 諾ど00Ct　　　　600，000円

※襲示価格は税込価格です。※PT　プラチナ、K24　24全、K1818金、K1414金、SV925　シルパr925、YG　イエE］－コールド、PG‥ゼンクゴールド、WG　ホワイトコールド、Wクレサンヘールオパール、D　天然ダイヤモンドの咤称です。※H＆C　ハート＆キューピント

VLY　へリーライトイエロー、EXカット　エクセレントカットの咤称です。㍑クレサンヘールとは、京セラが独自の技術で開発した、天然宝石と同一の成分の物質を長時間別ナて入念に再結晶化させた宝石や天然宝石と同一の成分を持つ人工的に作ったオパールの総称です。

「CRESCENTVERTJ「クレサンペール」は京セラ株式会社の登録商標です。「DanclngStoneJ「タンシンクストーン」は株式会社クロスフォーの登録商標です。「ピアリング」は株式会社ピアリンクの登鱈商標です。◎2019KYOCERACorporat10n　無断複製転載禁止
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