
※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
ハーツつるがハーツつるがハーツつるがハーツつるが

4月
April

日付　曜日　　　　　　　　イベント内容

第3地区本部×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
 がっつり男飯 新玉ねぎで牛丼！」
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コープの会 健康体操 「健康体操」

コープの会 マミーサポート
「お買物体験キッズキッチン ピザを作ってランチしよう！」

コープの会 健康体操 「健康体操」

コープの会 マミーサポート 「ママヨガ」

ハーツつるがオリジナル企画
「プチ・お菓子作り～基礎編～」

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 クローバー
「イチゴのヨーグルトムースを作りましょう」

コープの会 お茶とお話しの会
「ごきぶり駆除団子づくり」

第3地区産直協議会
「あおぎり農園 春の家庭菜園講習会」

コープの会 健康体操 「健康体操」

コープの会 ハンドメイド
「春を楽しむ寄せ植えづくり」

活動カレンダー

コープの会 マミーサポート主催

【日　時】① 基礎編
　　　　　4/  9（火） 「いちごのバタークリームケーキとレーズンサンド」
　　　　② 実践編
　　　　　4/18（木） 「水切りヨーグルトのレアケーキ風とヨーグルト入りビスケット」
　　　　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】①4/4（木） ②4/13（土）

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・お菓子作りプチ・お菓子作り
ハーツつるがオリジナル企画 お気軽に

ご参加
ください♪

コープの会 健康体操主催

●牛丼
●土鍋プリン など

メニュー（予定）
●ピザ　　●サラダ
●スープ　●デザート

メニュー（予定）

【日　時】4/3（水）10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【対　象】新小学1年生～新中学1年生
【定　員】15名（申込先着順）
【参加費】600円
【持ち物】エプロン、三角巾、
　　　　手拭きタオル
【締　切】3/26（火）

グループで相談して具材を決定、ハーツでお買物して調理します。自分オリジナル
のピザを作ろう♪

お買物体験キッズキッチン
ピザを作ってランチしよう！

第3地区本部×ふくい・くらしの研究所コラボ企画

【日　時】4/4（木）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　　【定　員】12名（申込先着順）
【参加費】1,200円（くらなび会員は1,000円）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】受付中
【締　切】4/2（火）

男の料理in敦賀 Ｇ-Ｇクッキング
がっつり男飯 新玉ねぎで牛丼！

～料理を学びたい男性向けの料理教室～

男の料理in敦賀 Ｇ-Ｇクッキング
がっつり男飯 新玉ねぎで牛丼！

～料理を学びたい男性向けの料理教室～

【日　時】4/  5（金）10：00～11：00
　　　　4/19（金）13：30～14：30
　　　　4/26（金）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】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）
【参加費】各300円
【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

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！

4/1月▶4/30 火・祝



※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

※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。

ハーツつるがハーツつるが

春は寄せ植えづくりに最適な季節です。おしゃ
れな寄せ植えで玄関先に春の彩を♪

春を楽しむ
寄せ植えづくり
春を楽しむ
寄せ植えづくり

コープの会 ハンドメイド主催

【日　時】4/19（金）10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】中山 真裕美先生
　　　　（ＮＦＤ公認校
　　　　 中山フラワーデザインスクール主宰）
【定　員】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）
【参加費】2,000円
【持ち物】持ち帰り用の袋
【締　切】4/10（水）

ハーツタウンわかさハーツタウンわかさ

【日　時】4/22（月）10：30～12：30
【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、三角巾、筆記用具
【受　付】3/23（土）10：00～

イチゴの
ヨーグルトムースを
作りましょう

イチゴの
ヨーグルトムースを
作りましょう

コープの会 クローバー主催

ジンジャークッキーは、作り方をお聞きして試食します。

【日　時】4/20（土）10：00～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】お茶とお話しの会メンバー
【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】200円（40個分）
　　　　それ以上は20個200円お願いします。
【持ち物】エプロン、筆記用具、
　　　　平らに並べて持ち帰りができる容器
【受　付】3/23（土）10：00～

ごきぶり駆除
団子づくり
ごきぶり駆除
団子づくり

コープの会 お茶とお話しの会主催

【日　時】4/16（火）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 ※先着5名まで）
　　　　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】4/4（木）

コープの会 マミーサポート主催 

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！

ママヨガママヨガ

あおぎり農園
「春の家庭菜園講習会」

【日　時】4/30（火・祝）9：30～13：00
【会　場】あおぎり農園、ハーツつるが オアシス
【集合場所】あおぎり農園（敦賀市公文名）
　　　　若狭ブロックからお越しの方で、乗り合わせをご希望の方は
　　　　8：40ハーツわかさ出発となります。お申し込み時にお伝えください。
【講　師】樋口 正夫さん（あおぎり農園）
【定　員】30名（敦賀15名・若狭15名）（申込先着順）
【参加費】1,200円（お弁当・お茶代込み）
【持ち物】園芸用シャベル、軍手、汚れてもいい服装でお越しください。
【受　付】3/16（土）10：00～　　【締　切】4/8（月）

夏野菜の植付け体験、プランターでの菜園実演など
お家で夏野菜を育ててみませんか？

枝豆がんも
含め煮にしても美味しい枝豆がんもですが、焼
いて食べるのが最近のお気に入り。今日は大根
おろし、ねぎ、しょうがを添えて。忙しい日はポ
ン酢だけでも枝豆がたくさん入っていて充分に
美味しいです。　　　　　　　　じゃみらさん

いいね!　　 6

みんなも

いいね!を

押してね

県民せいきょうの

コープ商品交流サイト

「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
コメントしあい、交流できる県民せいきょうのサイトです。
みなさんもぜひご覧ください。投稿もお待ちしています！

acireさん
さんかく

おにぎりさん
あきさん

「コープでPHOTO」に参加しています。組合員さんのおす
すめはとても参考になり、いろいろと買ってみてメニュー
も増え、家族にも好評です。またコメントしあえるのでお友
だちになったようで楽しいです。 　 鯖江市 リナリアさん

コープでPHOTO 検索1投稿50ポイント進呈写真の投稿には

ご登録の方には 100ポイント進呈登録・投稿
募集中

みんなのおすすめ
商品を紹介中

祝

♥
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