
ハーツはるえハーツはるえ

ハーツ志比口ハーツ志比口 ハーツ羽水ハーツ羽水ハーツ学園ハーツ学園

メニュー（予定）
・三色べジ丼
・里芋の揚げだし
・豆乳味噌のスープ
・切干大根の和え物

メニュー（予定）
・オレンジジュースの焼き鯖ごはん
・大豆のかき揚げ
・冬至なんきん など（全9品）

メニュー（予定）
・フライパンで煮豚
・切り餅で炊き込みおこわ
・りんごのタルトタタン など

メニュー（予定）
・大根菜のお和え　・枝豆とわかめのかき揚げ 
・麩のからし和え　・アガーで水羊羹 など

からだがよろこぶ
「まごわやさしい」ごはんを作ろう！
～旬の野菜を使って、食生活の改善を～

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】　受付中　　　　【締　切】　11/20（水）

ふるさと料理教室
ドレミの会主催

【日　時】　12/2（月）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】　11/18（月）10：00～

リズムにのって、楽しく身体を動かしましょう♫

コープアガーを使った
おやつ作り

坂井コープの会主催

【日　時】　12/5（木）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】　300円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル、
　　　　　お持ち帰り用タッパー（約10×10×5cm）
【受　付】　11/18（月）10：00～

アガーって知っていますか?ゼラチンや寒天よりも簡単にゼリー
や水羊羹が作れます。3種類のおやつを作る予定です。

忙しい年末に
手軽においしいごはん

パレットの会主催

【日　時】　12/19（木）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】　700円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル
【受　付】　11/18（月）
　　　　　10：00～

なのはな会主催

【日　時】　12/2（月）11：30～13：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　18名（申込先着順）
【参加費】　1,300円（梨ジャムのお土産付）
【持ち物】　筆記用具
【受　付】　11/16（土）9：30～

福井の郷土料理
昼食会

～次世代に残したい福井の美味。郷土料理を味
わってみましょう～
※調理実習はありません

ぐるぐる主催

【日　時】　12/18（水）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　200円
【持ち物】　タオル3枚

ぽかぽか足湯＆
こんにゃく湿布で

身体の中の冷え取り講座
梅醤番茶を飲みながら、おうちで簡単にできる冷
えの取り方を学びましょう！

福井コープの会主催

【日　時】　12/5（木）13：30～15：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【講　師】　山本 ふみえ氏
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　300円
【持ち物】　タオル、飲み物、
　　　　　動きやすい服装で
　　　　　お越しください
【受　付】　11/16（土）9：30～

【日　時】　12/11（水）10：00～13：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【講　師】　筆文字セラピスト SAKI氏
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　1,000円（500円の筆ペン、教材費込み）
【受　付】　11/16（土）
　　　　9：30～

脳トレで活性化！！

健康的な塩の摂り方、塩分を意識した調理方法の提
案などを管理栄養士の森石さんよりお話いただき
ます。塩を上手く生活に取りいれてみましょう。

食育の会主催

【日　時】　11/28（木）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【講　師】　福井市健康管理センター
　　　　　管理栄養士 森石 咲紀氏
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　無料
【持ち物】　筆記用具、
　　　　　各家庭の味噌汁（塩分濃度を測ってみます）
【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歳未満のお子さまは同席可能です）

食育講座
始めよう！「うま」塩生活

アレンジ
も

あり

フィオーレの会主催

心が伝わる♥筆文字DE
年賀状を書いてみよう

書いて楽しい、もらって嬉しい、ほっこりする筆文字の
コツをお伝えいただきます。今回は年賀状用の文字を
教えていただきます。

きらめきくらしのサポートの説明もあります♪

ミニ
ランチ付

※画像はイメージです

ジンジャーシロップの
ドリンク試飲付

ティータイム付

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

11・12月



11/19（火）・12/17（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

X'masの
スノードームを作ろう

11/29（金）10：00～12：00
坂井きらめき 組合員集会室
15名（申込先着順）
500円（ケーキセット付）
11/16（土）10：00～

日　時

参加費

会　場

定　員

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

坂井福祉委員会主催 くらしの見直し学習会 L PA（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。

【日　時】　12/5（木）10：00～11：30
【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】　200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歳未満のお子さまは同席可能です）

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？～

終活は今までの人生を振り返り、物と心を整理し、これからの人生を
自分らしく生きるためのものです。
ここから人生の後半戦が始まります！

【日　時】　12/12（木）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】　200円（資料・茶菓子代）
【持ち物】　筆記用具
【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歳未満のお子さまは同席可能です）

生前整理＆エンディングノート
～自分らしく生きるために～

身体にやさしいヨーガ教室

生協のお花を飾って
新年を迎えましょう！

12/28（土）
10：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
森永 美由紀氏
12名（申込先着順）
2,000円
花切りばさみ、新聞紙、
持ち帰りの袋
12/7（土）10：00～

日　時

会　場

定　員

講　師

参加費

持ち物

受　付

大野コープの会主催

（公社）ふくい・くらしの研究所

「くらしの講座」受講者募集！
あの手この手の消費者トラブル～落語で楽しく学びま笑～

【日　時】　12/8（日）10：00～11：30
【会　場】　ユー・アイふくい 3F 映像ホール（福井市下六条町14-1）
【講　師】　はやおき亭 貞九郎氏　　　　【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

※台風19号の影響で10/12（土）開催予定の上記講座が延期になりましたので、
　ご案内いたします。受講希望される方は、改めてお申込みください

消費者トラブルの手口について語ります。成年年齢が18歳に引き下げられます。身近
な人が消費者トラブルに巻き込まれないように悪質商法の手口を落語で楽しく学び
ましょう！

（公社）ふくい・くらしの研究所

☎0776-52-0626

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

参加費
無料

11/30（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）
500円
エプロン、三角巾、手拭きタオル
11/16（土）10：00～

日　時

会　場

定　員

参加費

持ち物

受　付

きらめきファームの会主催

「コープでPHOTO」は、「お気に入りのコープ商
品」や「コープ商品を使ったお料理」を写真に
撮って投稿し、組合員同士がコメントしあえる
県民せいきょうのコミュニティサイトです。
みなさんもぜひご覧ください。
投稿もお待ちしています！

コーヒーバッグ
オリジナルブレンド（マグカップ用） 

コーヒーが12g入っていて、商品名のとおり、マグカッ
プでたっぷりコーヒーを飲むのにちょうどよいのがお
気に入りです。普通のコーヒーバッグは7gくらいなの
で、それの1.5倍以上！コーヒー濃いめが好きな私も満
足です。
コープのチョコと一緒に一息ついてます！　 つかさん 

いいね!　　 5

みんなも

いいね!を

押してね

「コープでPHOTO」に参加しています。コープ商品やいろいろ
なレシピを知ることができて楽しいです。    福井市 まほさん

ご登録の方には

写真の投稿には 1投稿50ポイント進呈

100ポイント進呈

登録・投稿 募集中
コープでPHOTO 検索

みんなの
おすすめ商品を

紹介中

しましまさん

生協の迎春花にプラスアルファ、飾り、花器も
付いて豪華なお花でお正月を迎えましょう。

ビンの中でキラキラと雪が舞い降りる、かわいいクリスマスの置物を作
りましょう。後半にはケーキセットをいただきながら楽しくおしゃべりし
ましょう。

※昨年の作品です

・公的な医療保険と
 民間の医療保険の違い
・高額療養費って何?
・今加入している医療保険、
 これでいいのかな?

主な内容

子どもた
ち

集まれ！

低学年の人は、
おうちの方と
参加してね！

イチゴスペシャルで
ケーキ作り うーたんさん

お寿司で
ブッシュ・ド・ノエルを作ろう

12/10（火）10：00～13：00
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）
16名（申込先着順）
1,000円
エプロン、三角巾、手拭きタオル
11/16（土）10：00～

日　時

参加費

会　場

定　員

受　付

持ち物

あじさいの会主催

スープ
ケーキセット付

作ったお寿司はお持ち帰りいただき、スタッフが作ったお寿司を試食します。

※画像はイメージです

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。

※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
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