
ハーツはるえハーツはるえ

世界で一つだけのハーバリウムを
作ってみませんか？

【日　時】　1/27（日）10：00～12：00
【講　師】　あじさい工房 林 玲子氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　1,500円　【持ち物】　はさみ、新聞紙

元気な男性シニア層の活動参加者を広め、ボランティア活動に活かしていただこうと、福井市
総合ボランティアセンターとの共催で「シニア達人塾」を開催しています。

コーヒーの美味しい淹れ方を学びます。一人ひとりがケトルを持って、自分でコーヒーを淹れる
実践講座になります。（講座で使用したドリッパーと珈琲豆はお持ち帰りいただけます）

生協ボランティアセンター・福井市総合ボランティアセンター主催

【日　時】　2/4（月）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F 組合員集会室
【講　師】　珈琲豆専門店 和珈屋
【対　象】　20歳以上の方　【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　1,000円　【受　付】　1/12（土）～

2月の塾は…「コーヒー達人」

男性だけでなく、
女性、ご夫婦での
参加もOK！

男のシニア達人塾

おはぎは、3種類(ほうじ茶、いちご、かぼちゃの予定。変更になる場合があります。)を
作ります。その他に試食用として、先生が作ってきて下さる古代米を使った抹茶をいた
だきます。また、お持ち帰り用にちょっとかわった味のおはぎも販売予定です。
一緒にかわいいおはぎ、作りませんか？

ひそかに人気のハーバリウム。好きな色・形のドライフラワーを
ビンの中に詰めて、オイルを入れて完成！窓際に飾り、可愛い
ハーバリウムを眺めるだけで、癒し効果が！！

【日　時】　2/5（火）10：30～12：30
【会　場】　雄島コミュニティセンター
【講　師】　ろじあるしょう天ん 吉川 雅美氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　800円
【持ち物】　エプロン・三角巾・手拭タオル

カラフルおはぎを作ろう～バレンタインVo～
ハーツ羽水ハーツ羽水

【日　時】　2/6（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　24名（申込先着順）
【参加費】　500円
【持ち物】　筆記用具　【受　付】　受付中

甘酒について情報交換しましょう。
甘酒スイーツの実演と試食あり。

麹から作った甘酒カフェ
ノンアルコール

です

メニュー（予定）
・きき甘酒 5種類
・甘酒ぜんざい（お餅入り）
・甘酒蒸しパン

あじさいの会主催

ぐるぐるの会主催

坂井コープの会主催

生協の組合員活動ブログ

くみかつ応援日記

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時

組合員さん同士の交流・学習の場として、積極的なご参加お待ちしております！組合員さん同士の交流・学習の場として、積極的なご参加お待ちしております！

イベント案内イベント案内イベント案内イベント案内

※イベントチラシに掲載しています企画は、チラシの配布以前より募集を開始している企画もあります。ご応募いただいた時点で定員に達していた場合はご容赦願います。
※イベント開催当日の写真を、県民せいきょうのホームページ掲載や、広報紙（組合員への配布や店内配布など）に掲載する場合がございますのでご了承願います。

※受付時間外は、音声ガイドにて、お問い合わせの受付と緊急時の連絡先をご案内しております。
※お預かりした組合員個人情報は、参加確認やその他の組合員活動のご案内に使用させていただきます。
　目的以外の利用はいたしません。

おかけ間違いがないように、番号をお確かめください。

お申込み
お問い合わせ

●ハーツはるえ ひまわりルーム
●ハーツ学園 さくらルーム

●ハーツ志比口 組合員集会室 しいの樹
●ハーツ羽水 組合員集会室 利用者募集中！利用者募集中！利用者募集中！

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時

1・2月

※写真はイメージです



※イベントチラシに掲載しています企画は、
チラシの配布以前より募集を開始している
企画もあります。ご応募いただいた時点で
定員に達していた場合はご容赦願います。

※イベント開催当日の写真を、県民せいきょ
うのホームページ掲載や、広報紙（組合員へ
の配布や店内配布など）に掲載する場合が
ございますのでご了承願います。

お申込み
お問い合わせ

※受付時間外は、音声ガイドにて、お問い合わせの受付と緊急時の連絡先をご案内しております。
※お預かりした組合員個人情報は、参加確認やその他の組合員活動のご案内に使用させていただきます。
　目的以外の利用はいたしません。

おかけ間違いがないように、番号をお確かめください。

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時

あさひ愛農園さんの味噌作り体験交流会あさひ愛農園さんの味噌作り体験交流会あさひ愛農園さんの味噌作り体験交流会あさひ愛農園さんの味噌作り体験交流会
主催／第1地区産

直協議会
主催／第1地区産

直協議会

あさひ愛農園 寺坂氏

各回20名（申込先着順）　　　　　　　　　1,400円（仕上がりは、2㎏程度）

エプロン、三角巾、手拭きタオル　 　　　　　1/19（土）10：00～

講　師

定　員

持ち物

参加費

受　付

第1地区産直協議会

産直イベント情報局産直イベント情報局産直イベント情報局
お住まいの地域以外の交流会へのご参加もおまちしています!

日時･会場 ・13：30～15：30 …………大野きらめき 2F 多目的集会室奥　越 2/2（土）
坂　井 2/9（土） ・13：00～15：00 …………ハーツはるえ ひまわりルーム

・10：00～12：00福　井 2/24（日） …………ハーツ学園 3F さくらルーム

県民せいきょう 本部センター 3F レインボーホール

無料

無料 ※1歳以上（お申し込みの際、お子さまのお名前・年齢・性別をお伝えください）

参加費

託　児

10：00～13：002/23（土）

薬と食品には食べ合わせ・飲み合わせが悪いものが
あります。薬の正しい効果を得るために、食品や健康
食品と薬の相互作用について学びましょう。

（公社）ふくい・くらしの研究所

【日　時】　1/26（土）13：30～15：00
【会　場】　AOSSA 6F 研修室601Ｂ・Ｃ
　　　　　（福井市手寄1-4-1）
【講　師】　一般社団法人 日本食品安全協会
　　　　　副理事長 平野 和行氏
【定　員】　50名（申込先着順）
【締　切】　開催日の前日まで

大丈夫ですか？食品や健康食品と
お薬の飲み合わせ

「くらしの講座」受講者募集！

最新の食品表示・食品添加物・遺伝子組み換え食品
など、「食の安全安心」に関する話題を小塚先生にわ
かりやすく解説していただきます！

【日　時】　2/23（土）13：30～15：00
【会　場】　鯖江市文化の館 多目的ホール
　　　　　（鯖江市水落町2-25-28）
【講　師】　至学館大学 健康科学部
　　　　　教授 小塚 諭氏
【定　員】　100名（申込先着順）
【締　切】　開催日の前日まで

ホントに知っていますか？
食品表示のこと

食の安全安心講座 受講者募集！

サッカーボールを通じて、身体を動かす楽しさ、スポーツの楽しさを体験してみましょう。サウルコス福井の選
手と楽しく遊び、交流できます。初心者も大歓迎。保護者のみなさんもお子さんの様子をぜひご覧ください。

1/26（土）14：00～16：00 ※開始15分前までに受付をお願いいたします
坂井体育館（坂井市坂井町下新庄19-7-1）

サウルコス福井のサッカー選手　　　　　　5歳児～小学校6年生（男女）

50名（申込先着順）　　　　　　お子さまお1人につき300円

上履き、タオル、飲み物、あればサッカーボールなどのボール（ご記名ください）

受付中

講　師 対　象

会　場

日　時

日　時

参加費定　員

持ち物

受　付

サウルコス福井×福井県民生協 コラボ企画

女の子、男の子、
みんな集まれ サウルコスと遊ぼう！！

奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内

2/19（火）13：30～14：30
大野きらめき 2F 多目的集会室　　　　　　ヨーガインストラクター 飛石 めぐみ氏

18名（申込先着順）　　　　　　500円

バスタオルまたはヨガマット、動きやすい服装　　　　　　受付中

身体にやさしいヨーガ教室

参加費

日　時

会　場 講　師

定　員

持ち物 受　付

会　場

くらしの見直し学習会 ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会主催

いずれも
【時　間】　10：00～12：00　　　　　【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　200円（資料代・茶菓子代）　 【持ち物】　生命保険証券、ねんきん定期便、筆記用具、電卓
【託　児】　お子さまお1人につき300円（1歳以上・要予約・申込先着順）
　　　　　※1歳未満のお子さまは要相談ください

いざという時 困らないために保険力をきたえる！
～生命保険を基礎から学びましょう～

急に掛け金が上がってびっくりしたことはありませんか?保険に加入しているけど、内容がよくわからな
い??20年、30年と長いおつきあいだから、支払うお金も莫大！さあ、家計と保険の『見直し』大作戦！

※共済加入・個別の保険のお勧めはございません
※参加者が3名以下の場合は開催を中止させていただく場合がございます
※キャンセルをされる場合は必ずご連絡ください

参加費
無料

参加費
無料

お申込み
お問い合わせ

お申込みはお早めに！
電話・ＨＰからお申込みください （公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626

主契約、特約とは?定期、養老、終身とは?いざという時に困ら
ないために、生命保険の仕組みを知り、必要な保障額を実際
に計算してみます。

1/25（金） ハーツはるえ ひまわりルーム
1/30（水） ハーツ羽水 組合員集会室

日程・会場

①生命保険の基礎
　～基礎を知ってわが家の保障を考えましょう～

証券には何が書いてあるのか?保険内容を読み取る力をつけ
て、わが家の証券を読みます。また、保険の見直しをする時の
ポイントを知りましょう。

2/22（金） ハーツはるえ ひまわりルーム
2/27（水） ハーツ羽水 組合員集会室

日程・会場

②証券チェックと見直し方法
　～自分の証券をチェックしよう～

未就学児、小学生の世代別に分かれて、世代に応じた内容で、プログラムを開催します

本講座は、福井県消費生活センターより委託を受け、（公社）ふくい・
くらしの研究所が企画・運営しております。

本講座は、鯖江市より委託を受け、（公社）ふくい・
くらしの研究所が企画・運営しております。

▲昨年、坂井会場で開催された
　サウルコスと遊ぼう！！の様子

福井県産直協議会総会に参加しよう！福井県産直協議会総会に参加しよう！福井県産直協議会総会に参加しよう！福井県産直協議会総会に参加しよう！第28回

18年度総会とお弁当を
食べながら県内・県外の
産直生産者との交流会

内 

容

産直商品の
お土産付




