
あら簡単！お手軽おうちパン講座

【日　時】　6/11（火）10：00～12：30
【会　場】　三国コミュニティセンター 料理室
　　　　　（坂井市三国町神明1丁目4-20）
【定　員】　14名（申込先着順）　
【参加費】　800円（ミニサラダ・スープ・デザート付）
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル、保冷バッグ、保冷剤
【受　付】　5/18（土）9：30～

あじさいの会主催

奈良時代から食べられている日本古来の
伝承料理、ちまきをみんなで作りましょう！

【日　時】　6/5（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【定　員】　15名（申込先着順）　　【参加費】　350円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】　5/11（土）9：30～

伝承料理を学ぼう！
ちまき作り！

福井コープの会主催

ハーツ羽水ハーツ羽水

昨年も好評だった「ママカフェ」を今年も開催します！福井地区委員さん
オススメの商品の試食をしながら、楽しいひとときを過ごしませんか。

【日　時】　6/7（金）10：00～14：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室

ママカフェ
福井地区委員会主催

ハーツはるえハーツはるえ

ハーツ志比口ハーツ志比口

オーブントースターで簡単に美味しく焼きたてパンを楽しめます。
「ドデカフォカッチャ」は保存容器の中で混ぜて冷蔵庫で低温発酵
させるだけで美味しい生地ができます。先生が事前に作ってきてく
ださった生地で焼き方を教わり、それでみんなでランチをします。

手作りしましょう
①アロマオイルのアウトドアボディスプレー

②ビワの葉エキス

【日時・会場】　6/4（火）ハーツ羽水 組合員集会室
　　　　　6/5（水）ハーツ学園 3F さくらルーム
　　　　　いずれも10：00～11：30
【定　員】　①②各15名（申込先着順）　
【参加費】　①②各500円 ※①②両方の場合1,000円
【持ち物】　①手拭きタオル ②手拭きタオル、はさみ
【受　付】　5/11（土） 9：30～

ぐるぐるの会主催

ビワの葉が持つ力を家庭で役立ててみませんか?

メニュー（予定）
・あんこ
・きなこ
・ごま
・お吸い物付

メニュー（予定）
・ちまき（5本）
・和からし酢醤油の
 味付け卵

45分間の体操の後は、
みんなでティータイムしましょう！

【日　時】　6/17（月）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　生涯体育学習振興機構 南 紀代恵氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　300円
【持ち物】　運動しやすい服装、
　　　　　タオル、飲み物
【受　付】　5/27（月）10：00～

健康体操教室
坂井コープの会主催

子育てママ・
パパから

グランドママ
・パパまで

子育て層への
応援企画

・ヘルシーコープ商品の試食
・コープ商品のアレンジレシピの試食と紹介
・生協のご利用相談受付

内 

容

参加費
無料

鍋敷きとして！インテリアとして！楽しく作りましょう！

【日　時】　6/23（日）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【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】　ウエットティッシュ、
　　　　　ティッシュ
【受　付】　5/27（月）10：00～

タイルで作る鍋敷き
くれよんの会主催

※画像はイメージです※昨年の様子

ぼたんの花の咲く頃、美味しい手作りぼた餅を
作りましょう。あんこ作りからします！

【日　時】　5/30（木）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　15名（申込先着順）　
【参加費】　500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル
【受　付】　5/11（土）10：00～

三色ぼた餅を作ろう！！
窓の会主催

※ビワの葉エキス（完成品）の
　販売あり。300円（要予約）
　（当日作るものは半年後に完成予定）

当日、作った生地はお持ち帰りいただきます

①②いずれか、または両方作る、
どちらでもOKです。

申込み時にお知らせください

※昨年の様子

キッズスペースも
あります

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

5・6・7月



※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

奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内

笑って和んでみんなつながるこの瞬間

坂井
きらめききらり祭第9回

6/8（土）10：30～15：30（雨天決行）日　時

会　場 坂井きらめき（坂井市坂井町大味56号）
・ステージボランティアによる発表
・ふるまい（内容未定）
・ぜんざい・焼きおにぎり・から揚げなどの露店
・抽選会など
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内
容

※昨年の様子

5/21（火）・6/18（火）
各回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
受付中受　付

参加費

講　師

会　場

日　時

定　員

持ち物

身体にやさしい
ヨーガ教室

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!

永平寺やさい村さんの玉ねぎ収穫交流会
主催／第1地区産

直協議会
主催／第1地区産

直協議会

【日　時】　6/1（土）9：20～11：50
【集合場所】　①9：20 ハーツ羽水 発 ②9：40 ハーツ志比口 発
【会　場】　永平寺やさい村（永平寺町松岡）
【定　員】　30名（申込先着順）　　　【参加費】　500円
【持ち物】　軍手、帽子、タオル、長靴、飲み物
【雨　天】　雨天中止（中止の場合は前日にご連絡いたします）
【受　付】　5/18（土）10：00～

生協の産直生産者である、永平寺やさい村さんで玉ねぎの収穫体験と施設見学を行います。
収穫した玉ねぎのお持ち帰りもあります。

6/10（月）13：30～16：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
青木 由香氏
15名（申込先着順）
500円
汚れても良いエプロン、
老眼鏡など
5/18（土）10：00～受　付

参加費

定　員

会　場

日　時

講　師

持ち物

トールペイントで生活に彩りを！
大野コープの会主催

小物に可愛い絵を描こう。材料はすべてこちらで用
意します。

※画像はイメージです

感じ・考える・気づく「命の授業」～自己肯定感の大切さ～
参加費
無料

仕事・家庭・育児などくらしのさまざまな場面で、前向きに生きやすく
なれる考え方、自己肯定感を高めるコツをお話いただきます。

【日　時】　7/6（土）13：00～14：30（開場12：30）
【会　場】　福井県国際交流会館 多目的ホール（福井市宝永3丁目1-1）
【講　師】　矢代 恵利氏（認定心理士・福井愛育病院 非常勤心理カウンセラー）
【定　員】　100名（申込先着順）　　　【主　催】　（公社）ふくい・くらしの研究所、福井県生協連、県民せいきょう

がんばりすぎずにしれっと認知症介護

【日　時】　6/26（水）10：00～12：00
【会　場】　県民せいきょう 本部センター（福井市開発5丁目1603番地）
【講　師】　工藤 広伸氏（介護作家）　　　【定　員】　100名（申込先着順）　　【参加費】　無料
【託　児】　お子さまお1人につき300円（要予約・申込先着順・1歳以上） ※ハーツきっず・きらきらくらぶ・わくわくクラブにて

くらしの見直し講演会・スキルアップ講座 ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会主催

認知症の症状をまるごと受け止めつつ「ムリをせず、ラクをする介護」を、家族ならではの
目線でお話いただきます。

知っておきたい医療保障
～もう迷わない！本当に必要な医療保障って？～

【日　時】　5/27（月）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ
　　　　　ひまわりルーム
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　200円（資料・茶菓子代）
【持ち物】　筆記用具、電卓
【託　児】　お子さまお1人につき300円
　　　　　（要予約・申込先着順・１歳以上）

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

今、病気になったら…入院したらいくらかかるの？
自分の医療保険ってどうなっているの？医療保障
を見直す時にきっと役に立ちますよ！この機会に
一緒に考えましょう。

女性のためのやさしい年金講座

【日時・会場】　6/24（月） ハーツ学園 3F さくらルーム
　　　　　6/25（火） ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　いずれも10：00～12：00
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　200円（資料・茶菓子代）　
【持ち物】　筆記用具、電卓
【託　児】　お子さまお1人につき300円
　　　　　（要予約・申込先着順・1歳以上）

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

女性の年金は就職・結婚・出産など、人生のイベン
トにより、複雑になりがちです。基本的な仕組みや、
制度についてＬＰＡがやさしくお伝えします。

・年金制度の仕組み　　　　・学生納付特例・免除
・3号制度～パートの働き方～　・老後の年金　・遺族年金　　　 
・夫婦の年金のスタイル　　　・わたしの年金

内 

容

どなたでも
ご参加

いただけます

  9：20
9：40

10：00～11：00
11：30
11：50

①ハーツ羽水 発
②ハーツ志比口 発
永平寺やさい村で交流会
②ハーツ志比口 着
①ハーツ羽水 着

スケジュール
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