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8/18（火）・9/15（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
13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

9/14（月）13：30～15：30
大野きらめき 2F 多目的集会室
中矢 かをり氏　　　　　
8名（申込先着順）              
200円　　　　　
かぎ針10号または8号1本

会　場

講　師

日　時

定　員

参加費

持ち物

かわいくて簡単
アクリルタワシを作ろう！

大野コープの会主催

手にやさしいアクリルタワシを作って、お掃除に
使ってみましょう♪ →

大野きらめきの日常が、スマホやパソコンからご覧いただけるようになりました！

★QRコードを読み取る方法
→ QRコードリーダーでこのQRコードを読み取って、ページへアクセス！

★検索サイト（Google等）で検索する方法
→「大野きらめきフェイスブック」で検索

ぜひ、大野きらめきのページにいいね！を
お願いします！

大野きらめきでは、日頃の利用者さんの生き生きした活動を知って頂くために、
SNSを開始しています。お時間ある時に、QRコードの読み取りお待ちしています

大野きらめきのSNS(フェイスブック・インスタ・ブログ)ご利用者・
ご家族の皆様へ

★インターネットでURLを直接入力→
https://www.facebook.com/pg/oonokirameki/

https://www.instagram.com/oono.kirameki/

http://blog.livedoor.jp/fukuicoop-tasukeai/archives/cat_1347013.html

大野きらめき　フェイスブック 検索

【日　時】　9/28（月）13：30～15：00　
【会　場】　結とぴあ 3階 303号室
【講　師】　LPA（ライフプランアドバイザー）の会
【定　員】　20名（申込先着順）　
【参加費】　100円（資料代）
【持ち物】　筆記用具　【申し込み開始】　8/31（月）10:00～

生前整理とエンディングノート
～自分らしく生きるために～

具体的な整理、片付けのポイント、エンディングノートの
使い方などをお伝えします。

奥越福祉委員会主催

奥越福祉事業所からのお知らせ

「コープでPHOTO」は、「お気に入りのコープ商品」「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。

県民せいきょうのコープ商品おしゃべりサイト県民せいきょうのコープ商品おしゃべりサイト

だいちゃんママさんの
投稿より 「ケーキにトッピング」

還暦のお祝いにハーツで買ったロール
ケーキをお皿に並べ　　ミックスフルー
ツをトッピングしました！簡単に豪華さが
増しみんな喜んでくれました♡保存がき
くのでストックしておくと便利です！

詳細はこちら

▲

見てね！

【応募期間】8月1日（土）～8月31日（月）
※当選者の発表はホームページ（9月下旬）

コープでPHOTO 検索

8月のプレゼント

応募者の中から抽選で5名様に

ドライパック《パウチ》 
5点セットをプレゼント！
ドライパック《パウチ》 
5点セットをプレゼント！

写真の投稿には50ポイント進呈

あなたの「いいね♥」教えて！キャンペーン実施中あなたの「いいね♥」教えて！キャンペーン実施中

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

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！

奥越地区イベント案内奥越地区イベント案内奥越地区イベント案内奥越地区イベント案内 生協の組合員活動ブログ

くみかつ応援日記

※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

●大野きらめき多目的集会室
●勝山きらめき多目的集会室

※現在は、コロナウイルス感染防止のため、
　勝山きらめき多目的集会室の使用はできません。
　大野きらめき多目的集会室は、定員を15名と制限しております。
　尚、情勢にて使用制限が変わることがあります。 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

8・9月
新型コロナウイルス関連の感染が拡大している状況を受
け、掲載のイベントなど、一部中止とさせていただく場合が
ございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
尚、イベントにご参加の際はマスク着用にご協力願います。

！



新型コロナウイルス関連の感染が拡大している状況を受け、掲載のイベントなど、一部中止とさせていただく場合がご
ざいます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。尚、イベントにご参加の際はマスク着用にご協力願います。！

（公社）ふくい・くらしの研究所

くらしの基本セミナー（10回連続講座）

身近で話題性のあるテーマを取り上げ、大学の先生や各方面の専門家をお招きし、くらしに役立つ講座を開催
します。普段のくらしから、これからの気になることまで、充実した生活を送るためのヒントを学びましょう！

（テーマ）
・食の安全安心 ・コロナ禍の生活術　・防災減災の知恵　・相続と生前整理
・消費者トラブル　・持続可能な開発目標（SDGs）　・人生100年時代のマネープラン
・情報と未来社会（AI・5G） ・消費者市民社会など

～オンライン（Zoom）で参加！
おうちで学べる新しいカタチの講座～

※「くらしの基本セミナー」は福井県が公益社団法人ふくい・くらしの研究所に委託して実施しています。

受講者受講者
募集！
受講者
募集！

【開 催 日 時】　9/8、15、22、29 
　　　　　　　10/6、13、20、27 
　　　　　　　11/3、17
　　　　　　　いずれもAM10：00～11：30
【講 座 形 式】　ミーティングアプリ「Zoom」を使ったオンライン講座
【オンライン講座の流れ】　
　①ホームページ (http://www.kuranavi.jp) からお申込ください。　　
　②「Zoom」の説明と講座の「招待メール」を事前にお送りします。
　③講座開始時間に「招待メール」をクリックして受講開始。
※インターネットにつながる環境のパソコン、タブレットをご準備ください（Wi-Fi環境推奨）。
【 対　　象 】　 消費生活に関心のある福井県民
　　　　　　　※基本的に10回の講座に参加できる方。8回以上ご出席いただいた方に
　　　　　　　　修了証を発行します。　
【問合せ・申込先】　公益社団法人 ふくい・くらしの研究所
　　　　　　　〒910-0842 福井市開発5丁目1603番地
　　　　　　　TEL 0776-52-0626
　　　　　　　URL http://www.kuranavi.jp
　　　　　　　（申込方法）ホームページからお申し込みください。
【　参 加 費　】　無料　【締切・参加人数】　令和2年８/31（月）（先着20名）　

想像を超える力で襲ってくる自然災害。コロナ禍の今、災害やまさかの出来
事に備え、自分の身を守る正しい知識と方法について知り、生き抜くための
知恵を学びましょう。

くらしの講座

～オンライン（Zoom）で参加！おうちで学べる新しいカタチの講座～
今こそ学ぼう！災害を生き抜くための知恵

【日 時】　9/29（火）13:30～14：30
【形 式】　ミーティングアプリ「Zoom」を使ったオンライン講座
【講 師】　NPO法人 まちの防災研究会 理事長 松森 和人氏
【対 象】　 一般県民（先着30名）　　【参加費】　無料
【締 切】　開催日の1週間前まで
※お申込みいただいた方に、Zoomの説明と受講方法をメールでお送りします。
　インターネットにつながる環境のパソコン、タブレットをご準備ください（Wi-Fi環境推奨）。

新型コロナウイルス感染症によってくらしは大きく変わりつつあります。新たな生活スタイルが必要
だからこそ、家計を見直し、様々な制度を活用した生活術について学びましょう。

くらしの講座

～オンライン（Zoom）で参加！おうちで学べる新しいカタチの講座～
くらしと家計を守る！コロナ禍の生活術

【日 時】　9/22（火）13:30～14：30
【形 式】　ミーティングアプリ「Zoom」を使ったオンライン講座
【講 師】　生活経済ジャーナリスト フィナンシャルプランナー いちのせ かつみ氏
【対 象】　 一般県民（先着30名）　　【参加費】　無料
【締 切】　開催日の1週間前まで
※お申込みいただいた方に、Zoomの説明と受講方法をメールでお送りします。
　インターネットにつながる環境のパソコン、タブレットをご準備ください（Wi-Fi環境推奨）。

●フードドライブの取り組み ●エシカル消費の普及 ●地域見守り協定の締結 ●福祉避難所設置運営に関する
協定締結

県民生協の、SDGs(持続可能な開発目標)の取り組み紹介

大野きらめき、勝山きらめきを
含む県内12ヵ所で、7月に取り
組んだフードドライブでは、食品
2500点、米950kgが集まり、奥
越では、自立支援センターや生
活保護受給者などへ集まった食
料を提供させて頂きました。次回
12月にも実施します。

「誰かの笑顔につながるお買
い物」を「エシカルなお買い物」
と位置づけ、環境や社会が良く
なるお買い物の推進を進めて
います。6月を環境月間、10月
を社会貢献月間と位置づけて、
コープファミリーなどでも商品
の普及を行っています。

宅配などの業務を通じて高
齢者や障がい者、子どもなど
の見守り活動に取り組んでい
ます。2018年7月に永平寺
町と協定を締結。大野市、勝
山市を含む全市町と協定の
締結を行いました。

大野きらめきでは2020年3月に
大野市と「災害発生時における
福祉避難所設置運営に関する協
定」を締結。災害時に一般的な避
難所での滞在が困難な方に対し
て、バリアフリー環境が整ってい
るきらめきを、福祉避難所として
受け入れる協定を締結しました。

（公社）ふくい・くらしの研究所 

☎0776-52-0626

ＨＰからお申込み
ください。
URL http://www.kuranavi.jp

お申込み・お問い合わせ

福井県民の方対象

※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




