
※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9月
September

イベント案内イベント案内
活動カレンダー 9/1日▶9/30月 ハーツつるがハーツつるが
日付　曜日　　　　　　　　イベント内容

男の料理in敦賀
Ｇ-Ｇクッキング

ラーメンじぶんでつくっちゃいました！
～料理を学びたい男性向けの料理教室～
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第3地区×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
ラーメンじぶんでつくっちゃいました！」

第3地区×ふくい・くらしの研究所コラボ企画

コープの会 ハンドメイド主催コープの会 ハンドメイド主催

コープの会 健康体操主催 ハーツつるがオリジナル企画

市民活動助成金団体 カラフル～ふ登校カフェ～主催

ラーメンのスープとチャーシュー、味たまを手作りで。
【日　時】9/5（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】大人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】9/3（火）

初心者向けパン教室
安心・安全な食材を使い、おいしいパン作りを楽し
みましょう♪今回作るのはシナモンロールとお好
みパン。フカフカの生地を肌で感じながら分割する
ところからパン作りを体験していただけます。
焼きたての幸せな香りに包まれてみませんか♪
【日　時】9/10（火）9：30～12：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】三田村 百合さん
           （Japan Home Barking School)
【定　員】12名
【参加費】800円
【持ち物】エプロン、手拭きタオル、食器用ふきん
【締　切】9/2（月）
※初めての組合員さんを優先します。
※お断りする方に電話連絡します。
　日中連絡のつく電話番号をお知らせください。

●チャーシュー麺 ●味たま
●マンゴープリン

メニュー
（予定）

タボさんの美文字講座  　　
～一筆箋と封筒の表書き～
日頃、文字を書くことをおっくうに感じていません
か？二回目の今回は、筆ペンを使い、一筆箋の書き
方と封筒の表書きを教えていただきます。一緒に文
字を書く楽しさを再発見しませんか？
【日　時】9/10（火）13：30～14：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】田保 喜美栄さん（タボ文具店）
【定　員】8名(応募多数の場合抽選。
                 お断りする場合のみご連絡いたします）
【参加費】600円(500円相当の筆ペンを
                     お持ち帰りいただけます）
【締　切】9/3（火）

※人気講座につき、初めての方、優先いたします。
※前回参加された方は筆ペンをお持ちください。

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】①9/6（金）13：30～14：30
　　　　②9/9（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】各20名（申込先着順）
【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】①8/30（金）
　　　　②9/2（月）
　　　　（どちらも定員に満たない場合は
　　　　 前日まで申込み可能です）

少しのコツがわかるとお菓子作りが楽しくなります!!
お気軽にご参加ください♪
【日　時】9/18（水）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】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】600円　【持ち物】筆記用具　【締　切】9/14（土）　
【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

プチ・お菓子作り　　
「チョコレートムースとサラミチョコレート」

基礎編

ふ登校カフェ
親子のふれあい教室＆ヨガ教室tetoteの松山聡子先生をお迎えしての「お手
当ヨガ」。心身のセルフケアや子供とのふれあいについて教えていただきま
す。行き渋るような感じのあるお子さんのいる方もお気軽にお越しください☆
【日　時】9/8（日）14：00～15：30　【会　場】中郷公民館
【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
【持ち物】靴下、フェイスタオルか手ぬぐい　動きやすい服装でお越しください。
【受　付】受付中　【締　切】当日飛び込み参加可能です

チェアヨガ＆コグニサイズ
無料体験会

心や体に感じる疲れや不調…椅子さえあればできる”簡単ヨガ”と
”脳活”でリフレッシュしてみませんか？
【日　時】9/11（水）11：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】トレーナーMATSU（敦賀きらめき施設長）
【参加費】無料　※予約不要　当日お気軽にご参加ください。
【持ち物】飲み物、汗拭きタオル

お申込み先  090-7752-7249（事務局 みくに まで)

市民活動助成金団体 カラフル～ふ登校カフェ～
「ふ登校カフェ」

チェアヨガ＆コグニサイズ 無料体験会

福井ユナイテッドFC×県民せいきょうコラボ企画
「福井ユナイテッドFCと遊ぼう！」

コープの会 健康体操 「健康体操」

コープの会 健康体操 「健康体操」

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 お茶とお話の会「美姿勢で気力UP！」

スキルアップ講座「プラスチックを食べた
魚を食べている？直近プラスチック事情」

コープの会 ハンドメイド
「初心者向けパン教室」
コープの会 ハンドメイド　「タボさんの美文字講座
第二回目～一筆箋と封筒の表書き～」
くらしの講座 「くらしの基本セミナー
～私の選択とこれからのくらし～」

くらしの講座 「くらしの基本セミナー
～私の選択とこれからのくらし～」

くらしの講座 「くらしの基本セミナー
～私の選択とこれからのくらし～」

コープの会 クローバー「お菓子づくり」
くらしの講座 「くらしの基本セミナー
～私の選択とこれからのくらし～」

第二回目



※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

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

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

「美姿勢で気力ＵＰ！」
コープの会 お茶とお話の会主催

秋に老けると言われています。自然治癒力を高めるた
めに美姿勢を身につけ、秋冬に備えましょう。

【日　時】9/21（土）10：00～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】一井 真紀さん（美容カイロエステティシャン）
【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】500円
【持ち物】飲料、動きやすい服装
【受　付】8/17（土）10：00～

お菓子づくり
「オレンジとバナナの
ババロアをつくりましょう」

コープの会 クローバー主催

「キッシュ」は、作り方を見せていただき試食します。

【日　時】9/24（火）10：00～12：00
【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、三角巾、
　　　　手拭きタオル、筆記用具
【受　付】8/17（土）10：00～

福井ユナイテッドＦＣ×県民せいきょうコラボ企画女の子、男の子、みんな集まれ

サッカーボールを通じて、身体を動かす楽しさ、スポーツの楽しさを体験してみましょう。福井ユナイテッドFCの選手・
コーチと楽しく遊び、交流できます。初心者も大歓迎。保護者のみなさんもお子さんの様子をぜひご覧ください。

【日　時】9/7（土）15：00～17：00 
　　　　※開始15分前までに受付をお願いいたします
【会　場】ニューサンピア敦賀アリーナ（敦賀市呉羽町2番地）
【講　師】福井ユナイテッドＦＣの選手・コーチ
【対　象】5歳児～小学校6年生（男女）
【定　員】50名（申込先着順）
【参加費】お子さまお1人につき300円
【持ち物】上履き、タオル、飲み物、
　　　　あればサッカーボールなどのボール（ご記名ください）
【受　付】受付中

未就学児、小学生の世代別に分かれて、世代に応じた内容で、プログラムを開催します。
終了後、選手のサイン希望の方は色紙をお持ちください。記念撮影もできます。

福井ユナイテッドFCと遊ぼう！！福井ユナイテッドFCと遊ぼう！！
敦賀会場

専門家や大学の先生などを講師に、くらしの中での大切なことを学びます。講義だけでな
く、グループワークや体験なども交えた10回の連続講座です。この機会に、商品やライフ
スタイルについての知識を広めましょう！

【日　程】9/3～11/12（10/29以外）の毎週火曜日
　　　　●9/3、10、17、24  ●10/1、8、15、22  ●11/5、12 　
【時　間】10：00～12：00(9/3と11/12は12：30まで)　 　
【会　場】AOSSA 6F・7F（福井市手寄1-4-1）　
【定　員】20名(申込先着順) ※原則として連続受講できる方　

【締　切】8/30(金)

「くらしの基本セミナー（全10回）」受講者募集！
～私の選択とこれからのくらし～

（公社）ふくい・くらしの研究所

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。

お申し込み
お問い合わせ

お申し込みはお早めに！電話・ＨＰからお申し込みください
（公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626

参加費
無料

・食の安全とリスク　・薬と健康　・情報とモラル
・非常食の知恵　・消費者トラブル　・エシカル消費
・持続可能な社会(SDGｓ)　・キャッシュレス決済
・消費者市民社会 など

テーマ

※昨年、敦賀会場で開催された様子

組織ネットワーク支援部主催

【場　所】いずれも県民せいきょう 本部センター 会議室
　　　  （福井市開発5丁目1603番地）
【定　員】各回100名（申込先着順）
【託　児】お子さまお1人につき300円
　　　　（1歳以上～未就学児・要予約・申込先着順）

元気な組合員活動を応援するために、活動に活かせる講座を開催します。

スキルアップ講座スキルアップ講座

送迎をご希望の方は申し込み時にお伝えください

・ハーツわかさ 行き8：10集合、帰り14：30到着予定　
・ハーツつるが 行き8：40集合、帰り14：00到着予定

10/16水・11/20水

9/28土
・ハーツわかさ 行き11：30集合、帰り17：30到着予定
・ハーツつるが 行き12：00集合、帰り17：00到着予定

9/28土

【時　間】13：30～15：30
【講　師】東京農工大 教授 高田 秀重氏

プラスチックを食べた魚を食べている？
直近プラスチック事情

プラスチックの廃棄が世界的な問題になっています。私たち
の生活の見直しの視点について学びます。

11/20水

【時　間】10：00～12：00　【講　師】日本生協連

2030年のこうなっていたい生活を
みんなで考えよう！

ワークショップを通して2030年のありたい姿をみんなで考
えます。

【時　間】10：00～12：00
【講　師】金沢工業大学 ＳＤＧｓ推進センター

未来につなげよう！17の約束（SDGｓ）
小さな一歩が世界を変える

ＳＤＧｓをテーマに世界の諸問題について学び、グローバルな視
点で自ら考え、行動する必要性やその方法について学びます。

10/16水

参加費
無料
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