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ハロウィンの
飾り巻き寿司を作ろう

フィオーレの会主催

【日　時】　10/30（水）
　　　　　11：00～13：00
【会　場】　ハーツ学園 3F
　　　　　さくらルーム
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　1，000円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル、
　　　　　まきす、保冷バッグ
【受　付】　10/12（土）9：30～

ご自身で作った飾り巻き寿司はお持ち帰りいただき
ます。スタッフが作った飾り巻き寿司とおかず、スー
プ、デザート付のワンプレートランチをご用意します。

安心して子育て・孫育て！
パプリカの会主催

【日　時】　10/18（金）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　野村 松美氏（元保育園園長）
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　200円（茶菓子代）
【持ち物】　筆記用具
【受　付】　受付中

元園長先生のお話を聞いて、子育て・孫育ての楽し
さを知ろう。

お喋りティータイム
～宝塚編～

くれよんの会主催

【日　時】　10/26（土）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　100円
【受　付】　受付中

宝塚のあんなこと！こんなこと！お喋りしましょう!
裏話が聞けるかも!?

坂井宅配委員の
おススメ商品試食会

坂井宅配委員会主催

【日　時】　11/1（金）10：30～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　200円　　　【持ち物】　筆記用具
【受　付】　10/12（土）10：00～

コープファミリーに掲載されているたくさんの商
品から、坂井宅配委員が自信を持っておススメする
商品の試食会です。ご参加、お待ちしています！

まごわやさしいランチメニュー
～旬の野菜を使ったこころとからだがよろこぶごはん～

きらめきくらしのサポート主催

【日　時】　11/30（土）10：00～12：30　　　　　　　　【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　村カフェ とき 明間 裕子氏（管理栄養士）
【定　員】　12名（申込先着順）　　　【参加費】　700円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具
【受　付】　11/2（土）10：00～　　　【締　切】　11/20（水）

お洒落なお正月飾りを
作りましょう！

くれよんの会主催

【日　時】　11/27（水）13：30～15：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　あじさい工房
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　1,500円
【持ち物】　新聞紙、はさみ
【受　付】　11/5（火）10：00～

クラフト整理かごを
作りましょう

すいせんの会主催

【日　時】　11/11（月）10：00～13：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　700円
【持ち物】　はさみ、メジャー、
　　　　　洗濯ばさみ10個程度
【受　付】　10/12（土）
　　　　　9：30～

クラフトテープで、A4サイズの書類が入
る整理かごを作ります。生協のおやつ付。

ドレミの会主催

ノルディックウォーキングを
楽しもう！

【日　時】　10/31（木）10：00～11：30
【会　場】　トリムパークかなづ
　　　　　（あわら市山室67-30-1）
　　　　　※正面玄関に5分前に
　　　　　　お集まりください
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　100円
【持ち物】　タオル、飲み物、帽子、
　　　　　歩きやすい服装で！
　　　　　（ストックはこちらで準備します）
【雨　天】　小雨決行
　　　　　（中止の場合は
　　　　　　連絡いたします）
【受　付】　10/12（土）
　　　　　10：00～

チェリーの会主催

【日　時】　11/12（火）10：00～12：30
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【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、筆記用具
【受　付】　10/12（土）9：30～

子どもたちも
喜ぶ

手軽に
ごちそう
メニュー

きらめきくらしのサポートの説明もあります

保存食でもあるサバ缶を使って
いろいろなメニューを
作ってみましょう！

味噌煮・水煮・醤油缶を使って美味しいサ
バ缶メニューを作りましょう。骨までまるご
と食べてカルシウムたっぷりレシピです。

ハーツ羽水ハーツ羽水

福井コープの会主催

【日　時】　10/23（水）13：30～15：00
【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】　150円
【持ち物】　はさみ、定規、洗濯ばさみ

クラフトテープで
コースターを作りましょう！！
～色とりどりのクラフトテープで
可愛いコースターを作ります～

※画像は
　イメージです

お子さま
連れOK

コープでPHOTO  1周年特別企画

初心者向け スマホのカメラ教室
&「コープでPHOTO」投稿体験会
スマホのカメラでワンランク上の写真をめざし
ませんか!?プロから、ピントの合わせ方や背景
のボカシ方など、料理の撮り方のコツを学びま
す。軽食を食べながら「コープでPHOTO」の投
稿も体験してみましょう。

コープでPHOTO 検索

軽食付

※画像は
　イメージです

※画像はイメージです

【日　時】　10/29（火）10：30～13：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【定　員】　組合員15名（申込先着順）
【参加費】　1,000円（教材費・軽食代）
【持ち物】　スマートフォン、筆記用具
【受　付】　10/12（土）10：00～
※説明はiPhoneでいたしますが、
　Androidでの参加も可能です

10/1（火）～31（木）は、新規登録500ポイ
ント、1投稿55ポイント進呈!

studio T&i
ホームページ

▲

1周年ありがとう
キャンペーン実施中

【講　師】
studio Ｔ&ｉ
辻本 真奈美氏
写真家&パンと
料理教室主宰（ ）

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

10・11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

身体にやさしいヨーガ教室
10/15（火）・11/19（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

日　時

会　場

講　師

定　員

参加費

持ち物

受　付

きらめきの畑で収穫した
さつまいもを使っておやつ作り

11/2（土）10：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
10名（申込先着順）
1人300円
エプロン、三角巾、手拭きタオル　　　　　10/12（土）10：00～

日　時

会　場

定　員

参加費

持ち物 受　付

奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内

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!

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

【日　時】　10/19（土）9：30～11：40
【会　場】　あわら農楽ファーム 紅はるか畑
【集合場所】　9：30 ハーツはるえ 発
【定　員】　30名（申込先着順）　 【参加費】　500円、3歳以下 無料
【持ち物】　長靴、軍手、帽子、飲み物、動きやすい服装
【雨　天】　雨天中止（事務局より連絡いたします）
【受　付】　10/12（土）
　　　　　10：00～

あわら農楽ファームさんの
紅はるか収穫体験交流会

9：30
10：00

10：00～11：00
11：40

ハーツはるえ 発
収穫会場 着
収穫体験
ハーツはるえ 着

スケジュール

1人3株まで収穫。
収穫した紅はるかは
お持ち帰り

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

【日　時】　11/20（水）9：00～14：30
【会　場】　みよしファーム、柳農園、中橋農園
【集合場所】　9：00 ハーツ羽水 発
　　　　　9：30 ハーツ学園 発
【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　500円（4歳以上）
【雨　天】　小雨決行
【受　付】　10/12（土）
　　　　　10：00～

福井地区産直見学・収穫体験ツアー

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

【日　時】　11/9（土）8：45～14：45
【会　場】　SFV生産農場
　　　　　（大野市五条方）
【集合場所】　①9：15 ハーツはるえ 発
　　　　　②8：45 ハーツ学園    発
　　　　　　9：05 ハーツ志比口 発
　　　　　　9：30 ハーツ羽水    発
【定　員】　①②各40名（申込先着順）
【参加費】　1,000円（4歳以上）
【持ち物】　軍手、長靴、帽子、タオル、
　　　　　飲み物、持ち帰り用の袋、
　　　　　動きやすい服装で
【雨　天】　ハウス内にて収穫体験
【受　付】　10/12（土）10：00～

9：15
10：30～13：00

14：15

ハーツはるえ 発
収穫体験と昼食
ハーツはるえ 着

① スケジュール

8：45
9：05
9：30

10：30～13：00
14：00
14：25
14：45

ハーツ学園 発
ハーツ志比口 発
ハーツ羽水 発
収穫体験と昼食
ハーツ羽水 着
ハーツ志比口 着
ハーツ学園 着

② スケジュール

9：00
 9：30
10：00
  〜　
13：30
14：00
14：30

ハーツ羽水 発
ハーツ学園 発
みよしファーム
柳農園
中橋農園（昼食）
ハーツ学園 着
ハーツ羽水 着

スケジュール

1人1ｋｇまで
無料。それ以上は、

量り売り

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

【日　時】　11/29（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　12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】　10/12（土）10：00～

越後農園さんの梨で
焼肉のたれを作ろう！

きらめきファームの会主催

生協ボランティアセンター主催

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、「シニア達人塾」を開催しています。

生協の農業生産法人ふくいレインボーファームでの収穫や草取りなど農業体験
を行いながら、福井県の農業の現状や産直について学びます。

【日　時】　10/25（金）10：00～12：00
【会　場】　ふくいレインボーファーム あわら農場（あわら市北潟）
【集合場所】　9：30 ハーツはるえ（解散予定 12：30）
【対　象】　20歳以上の方　　【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　無料　　【持ち物】　長靴、作業可能な服装で、飲み物、タオル
【雨　天】　雨天中止（中止の場合は前日に連絡いたします）　　【受　付】　受付中

男のシニア達人塾

第4回「農業達人」
マージャンを始めたばかりの初心者向け入門講座です。基本的な打
ち方、技量を解説して、脳活に効果的な健康マージャンを楽しみます。

【日　時】　11/9（土）9：30～12：00
【会　場】　福井県社会福祉センター 3F 老人集会室
　　　　　（福井市光陽2-3-22）
【講　師】　福井いきいき健康麻雀の会（なごみ会）
【対　象】　20歳以上の方　　【定　員】　24名（申込先着順）
【参加費】　500円　　　　　【受　付】　10/7（月）～

第5回「健康マージャン入門講座」

男性だけでなく、女性、
ご夫婦での参加もOK！

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

めざせ！家計の達人3回連続講座

家計の現状を把握しよう
～スイーツを楽しみながらみんなで不安や悩みを語り合おう～

2回目

【日程・会場】　10/24（木） ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　10/28（月） ハーツ羽水 組合員集会室

わが家にピッタリ！のお金の上手な使い方を考えよう
～使い時・貯め時を知ろう～

3回目

【日程・会場】　11/22（金） ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　11/25（月） ハーツ羽水 組合員集会室

子育てママに
大好評！

いずれも
【時　間】　10：00～12：00
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　300円（資料・茶菓子代）
【持ち物】　筆記用具、電卓
【託　児】　お子さま1人につき300円
　　　　　（要予約・申込先着順、1歳以上）

※1回目の講座は9月に終了しました
※2回目・3回目連続で参加できる方のみご参加いただけます

迎春試食会!!
～子どもが食べたいおせち料理！～
迎春試食会!!

～子どもが食べたいおせち料理！～

11/8（金）11：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
20名（申込先着順）
無料
10/12（土）
9：30～

日　時

会　場

定　員

参加費

受　付

奥越宅配委員会主催

宅配チラシ掲載の
迎春・クリスマスケーキ

試食会

宅配チラシ掲載の
迎春・クリスマスケーキ

試食会
11/12（火）11：00～12：00
三国コミュニティセンター
（坂井市三国町神明1丁目4-20）
20名（申込先着順）
無料　　　　　筆記用具
10/12（土）10：00～

日　時

会　場

定　員

参加費 持ち物

受　付

あじさいの会主催

（公社）ふくい・くらしの研究所

「くらしの講座」受講者募集！
よくわかる！食品表示と食の安全～遺伝子組み換えとゲノム編集食品～

【日　時】　11/2（土）13：30～15：00
【会　場】　ＡＯＳＳＡ 6F 研修室601B・C
　　　　　（福井市手寄）
【講　師】　至学館大学 健康科学部
　　　　　栄養科学科 教授 小塚 諭氏
【対　象】　一般県民
【定　員】　50名（申込先着順）
【締　切】　開催日の前日まで

食品表示についての知識を深め、食の安全・安心について考えましょう。また、遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品についての正しい知識を身につけましょう。

（公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626

人気の講座です！お申込みはお早めに！
電話・ＨＰからお申込みください。

お申込み・お問い合わせ

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。

大人の方のみの参加！親子での参加！お待ちしています！

参加費
無料

SFV生産農場さんのさといも収穫体験交流会

お肉や野菜を
焼いてたれの試食あり。
ジャムの試食も
あります！

作ったたれは
お持ち帰り

令和最初の年末年始を
コープの宅配商品でちょっとリッチに！！
迎春&クリスマスケーキ

試食会

令和最初の年末年始を
コープの宅配商品でちょっとリッチに！！
迎春&クリスマスケーキ

試食会
11/10（日）①11：00～12：00
　　　　　　　②13：00～14：00
ハーツ羽水 組合員集会室
各24名（申込先着順）　　　　　　各300円
筆記用具　　　　　　10/12（土）9：30～

日　時

会　場

定　員 参加費

持ち物 受　付

福井宅配委員会主催

昼食付・野菜の
お持ち帰りあり

見学・収穫体験の野菜
・みよしファームの大根
・柳農園の長芋
・中橋農園の小かぶ

お父さんお母さんはもちろん、おじいちゃん
おばあちゃん、ご家族でどうぞ！
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