
※定員になり次第締め切ります。申し込み締切日を過ぎても定員に達していない場合は、申し込みを受け付ける場合もございます。下記までお問い合わせください。

※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
　ご案内に利用させていただきます。
※受付時間外は、音声ガイドにて、
　お問い合わせの受付と連絡先を
　ご案内しております。またはハーツサービスコーナーまで

お申し込み
お問い合わせ 受付時間／月～金 午前8時30分～午後8時

              土曜　 午前9時～午後5時 電話番号のかけ間違いがないように、番号を確かめてからおかけください。

生協の組合員活動ブログ

くみかつ応援日記イベント案内イベント案内12月
December

活動カレンダー 11/29木▶12/31月 ハーツつるがハーツつるが
日付　曜日　　　　　　　　イベント内容

つるが店舗委員会×ふくい・くらしの研究所コラボ企画
「男の料理in敦賀 Ｇ-Ｇクッキング そばうち体験」

ハーツつるがオリジナル企画 「プチ・お菓子作り～基礎編～」

コープの会 マミーサポート 「ママヨガ」

コープの会 健康体操 「健康体操」

食育の会 「しっかり食べて美しく」

コープの会 クローバー 「お菓子づくり
ブランデーケーキとキャラメル風味ババロア」

ハーツつるがオリジナル企画 「プチ・お菓子作り～実践編～」

コープの会 スパイス企画 「ちょこっとＤＩＹ第2弾
ブリキＢＯＸでランプ作り」

ママヨガ
子育てに疲れていませんか？首・肩・腰・お腹・腕・足のコリや痛みを予防するために、腹式呼吸でヨガを始めましょう！
【日　時】12/17（月）10：00～11：00　【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】川島 香さん（NPO法人ジェリービーンズ）
【定　員】15名（応募多数の場合は抽選。お断りする場合のみご連絡いたします）
【参加費】300円（託児を希望される方は＋300円）きらきらくらぶに委託。すみずみサポート事業登録のため、事前にきらき
　　　　　らくらぶに用紙を取りに行き、記入して当日お持ちください。
【持ち物】ヨガマット又は大判タオル、飲料、タオル、動きやすい服装でお越しください。（ヨガマットは100円でお貸しすることもできます）
【締　切】12/6（木）　　　　　　　　　　　　

コープの会 マミーサポート主催

少しのコツがわかるとお菓子作りが楽しくなります!!

プチ・お菓子作り
ハーツつるがオリジナル企画

【日　時】① 基礎編 12/4（火） 「スティックチーズケーキとスイートポテト」
　　　　② 実践編 12/11（火） 「ブランデーケーキとキャラメル風味ババロア」
　　　　いずれも10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス　【講　師】後藤 加奈さん（ウフ パティシエ）
【定　員】各16名（応募多数の場合は抽選。お断りする場合のみご連絡いたします）
【参加費】各600円　【持ち物】①筆記用具 ②エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具
【受　付】ハーツつるがサービスカウンターでも受付しております
【締　切】①11/30（金） ②12/7（金）

お気軽に
ご参加

ください♪

そばとそば粉を
使った料理

メニュー（予定）

男の料理in敦賀 Ｇ-Ｇクッキング
そばうち体験

～初心者のための、キホンの『キ』からの料理教室～　

大人のみのご参加も大歓迎です♪
【日　時】12/9（日）10：00～13：00　【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】鴛田 洋美さん
【対　象】料理をあまりしたことのない男性とそのお子さん、お孫さん
【定　員】12名（申込先着順）
【参加費】大人1,200円（くらなび会員は1,000円）、子ども無料
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】受付中　【締　切】12/7（金）

つるが店舗委員会×ふくい・くらしの研究所コラボ企画

特別編
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第3地区産直協議会
「伝承料理 にしん寿し講習会～漬け込み作業～」

コープの会 健康体操 「健康体操」

コープの会 ハンドメイド企画 「ペーパークラフトでしめ縄作り」

コープの会 スパイス企画

どこか懐かしい感じのブリキの箱にトンカチを使って、釘穴
の絵柄の小さめランプを作りましょう。

【日　時】12/10（月）10：00～11：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【定　員】10名（申込先着順）
【参加費】400円
【持ち物】トンカチ、油性マジック、軍手、エプロン、目打ち

【受　付】受付中　【締　切】12/3（月）

ちょこっとＤＩＹ第2弾
ブリキＢＯＸでランプ作り

手作りのしめ縄で新年を迎えませんか？

【日　時】12/13（木）9：30～12：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】明神 綾子さん（（一社）日本ペーパーアート協会®）

【定　員】12名（応募多数の場合は抽選。
　　　　　　　お断りする場合のみご連絡いたします）

【参加費】1,200円　【持ち物】はさみ
【締　切】12/7（金）

コープの会 ハンドメイド企画

ペーパークラフトでしめ縄作り
コープの会 絵本であそぼ。 「迎春寄せ植え講座」

第3地区産直協議会 「伝承料理 にしん寿し講習会
～下準備の説明と材料お渡し～」

コープの会 カラフル～ふ登校カフェ～ 「ふ登校カフェ」

ＬＰＡの会 「女性のライフプラン～働き方でこんなに違う～」

健康体操
毎日の生活を生き生きと過ごすために、心身共に健康になるきっかけをヨガ・
ピラティスで始めていきましょう！

【日　時】12/7（金）13：30～14：30・12/14（金）10：00～11：00

【会　場】ハーツつるが オアシス　【参加費】各300円

【講　師】川島 香さん（NPO法人ジェリービーンズ）

【定　員】各20名（応募多数の場合は抽選。お断りする場合のみご連絡いたします）

【持ち物】ヨガマット又は大判タオル、飲料、タオル、動きやすい服装でお越しください。
　　　　（ヨガマットは100円でお貸しすることもできます）

【締　切】各予定日の1週間前まで

コープの会 健康体操主催

コープの会 カラフル～ふ登校カフェ～

ふ登校カフェ
【日　時】12/6（木）15：15～16：45
【会　場】ハーツつるが オアシス
【対　象】不登校や行き渋り状態の
　　　　お子さまがいる保護者
【定　員】10名程度（申込先着順）
【参加費】100円
　　　　（お茶菓子代として）
【受　付】受付中
【締　切】12/5（水）

当日
飛び込みも
OKです！



※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
　ご案内に利用させていただきます。
※受付時間外は、音声ガイドにて、
　お問い合わせの受付と連絡先を
　ご案内しております。

お申し込み
お問い合わせ

電話番号のかけ間違いがないように、番号を確かめてからおかけください。

やむを得ない事情で申し込みをキャンセルされる場合は、
わかり次第コールセンターか開催場所のお店まで

ご連絡をお願いいたします。 受付時間／月～金 午前8時30分～午後8時
              土曜　 午前9時～午後5時またはハーツサービスコーナーまで

イベント案内イベント案内
ハーツタウンわかさハーツタウンわかさ

【日　時】12/8（土）13：30～15：00（開場13：00）
【会　場】サンドーム福井 管理会議棟103研修室（越前市瓜生町5-1-1）
【講　師】CFP®・社会保険労務士 井戸 美枝氏　【定　員】80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、未就学児）

くらしの見直し講演会 ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会主催

女性のライフプラン
～働き方でこんなに違う～

COOP乾燥ごぼ
うで金平

コープ商品を一緒に盛り上げてくださる方を募集します。お気に入りのコープ商品や
作ったお料理を写真に撮って投稿してください。県民せいきょうのホームページ「コー
プでPHOTO」や公式インスタグラム「fukuicoop」で紹介させていただきます。

※画像はイメージです

県民せいきょう コープでPHOTO 検索

登録や詳細はホームページから

※キャンペーン終了後も登録・投稿は継続します

※登録手続き用メールが届かない場合は、受信設定にて@fukui.coopを受信可能に設定してください。

11月30日（金）まで登録期間

投稿期間 12月31日（月）まで

• 期間中に登録された方には500ポイントを進呈
• 期間中に写真を投稿いただいた方には
　1回につき50ポイントを進呈
※ポイントは活動期間終了後にまとめて進呈します

特　　典

はじめましてキャンペーン!!はじめましてキャンペーン!!

ざくざくビスケット入りバニラアイス

作ってくれてありがとう!
A子さんのおすすめも教えてね!

4♥

バニラアイスにビスケットを崩
してまぜるだけで、いつものバ
ニラアイスも格別!
CO・OP全粒粉ビスケットは甘
すぎず、素朴な味が気に入って
います!

私も作ってみました!
ビスケットとバニラが合
いますね!

しましま

SNSでくみかつしましょ♪

投稿者大募集！投稿者大募集！はじめまして

配偶者控除の改正や、社会保険加入条件などから、女性がこれからどう働くのか？将来を見極
めた女性の働き方を考えませんか？世帯で手取り収入の変化などシミュレーションもします。

食育の会
主催
食育の会
主催
食育の会
主催
食育の会
主催

しっかり食べて美しく

【日　時】11/29（木）10：00～12：30　　　【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】料理アドバイザー 清水 知美さん　【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】500円　【持ち物】筆記用具、エプロン、三角巾、手拭きタオル
【託　児】お子さまお1人につき300円
　　　　（要予約・申込先着順、1歳以上のお子さまに限ります）

食材の栄養などを知り、正しい調理方法や調味料の見極め、食材選びなどの知識を高めます。
しっかり食べることで内面から美しくなりましょう。発酵食品をふんだんに使った簡単料理・試
食あります。

食育に関心のある
組合員さん

お待ちしております！

伝承料理「にしん寿し講習会」

産直
イベント情報

第3地区産直協議会 【日　時】12/6（木）13：30～14：30（下準備の説明と材料お渡し）
　　　　12/7（金）10：00～12：00（漬け込み作業）
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】松村 スミさん（とんとん工房）
【対　象】両日とも参加いただける方
【定　員】20名（申込先着順）　【参加費】1,800円
【持ち物】エプロン、三角巾、漬物桶（直径30cmくらいのもの）
　　　　12/7（金） 大根1本（干せる方は干したもの。干せない方は
　　　　　　　　　塩漬けした生大根を水切りしてお持ちください）
【受　付】11/17（土）10：00～
【締　切】11/28（水）

コープの会 クローバー主催

お菓子づくり
「ブランデーケーキと
キャラメル風味ババロア」
【日　時】12/12（水）13：00～15：00

【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室

【講　師】後藤 加奈さん（ウフ パティシエ）

【定　員】12名（申込先着順）

【参加費】700円

【持ち物】エプロン、手拭きタオル、
　　　　筆記用具

【受　付】11/17（土）10：00～

コープの会 絵本であそぼ。主催

【日　時】12/21（金）10：30～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】ランドスケープガーデン 青池さん
【定　員】15名（申込先着順）
【参加費】2,700円
【受　付】12/1（土）
　　　　10：00～

迎春寄せ植え講座
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