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※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

お買物券3‚000円分と
コーすけフェイスタオル

コープの宅配・ハーツで使える

お買物券2‚000円分と
コーすけフェイスタオル

コープの宅配・ハーツで使える

お買物券1‚000円分と
コーすけフェイスタオル

コープの宅配・ハーツで使える

じゅりあのままさん

活動カレンダー 10/1火▶10/31木 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

お店のようなとろ～りオムライス
～料理を学びたい男性向けの料理教室～
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くらしの講座 「あの手この手の消費者
トラブル～落語で楽しく学びま笑～」

第3地区産直協議会 「レインボーファーム 稲刈り体験」

敦賀福祉委員会主催

【日　時】10/3（木）10：00～13：00 【会　場】粟野公民館（敦賀市御名53-19）
【講　師】鴛田 洋美さん         【定　員】12名（申込先着順）
【対　象】料理をあまりしたことのない男性  
【参加費】大人1,200円（くらなび会員 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】10/1（火）

【日　時】10/26（土）14：00～15：00  
【会　場】敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」
             つどいのへや（1）（2）
【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

コープの会 お茶とお話の会 「ゴキブリ駆除団子を作りましょう」
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！！」
第3地区産直協議会 「あおぎり農園 秋の家庭菜園講習会」

コープの会 クローバー 
「お菓子づくり マカロンを作りましょう」

敦賀福祉委員会 「チェアヨガ＆コグニサイズ無料体験会」

スキルアップ講座 「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」

コープの会 ハンドメイド 「スタンプ、型抜きを
使ってお花のカードを作ろう！」

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」

第3地区本部×（公社）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
お店のようなとろ～りオムライス」

くらしの講座 「あなたは“ピッ！”してますか？
キャッシュレス決済を正しく理解し見極めよう！」
コープの会 商品たんけん隊 「ワンコインでヘルシーメニュー」

●オムライス 
●スープ

メニュー（予定）

ご家庭に眠っている余剰食品があればぜひ
お持ちください。

フードドライブに
ご協力ください！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、生姜を添えて。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

「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」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。

登録・投稿
募集中

コープでPHOTO

1投稿50ポイント進呈写真の投稿には

ご登録の方には 500ポイント進呈
わふみさん

おかげさまで1周年

コープの会 ハンドメイド主催

スタンプ、型抜きを使って
お花のカードを作ろう！

手作りカードを大切な人に贈りませんか♪デイジーをモチーフにした女
性らしいデザインです。
【日　時】10/14（月・祝）10：00～12：00         【会　場】敦賀きらめき（敦賀市公文名11-403-1）

【講　師】すがはら えみさん（ペーパーアート craft＊clap～paper art photo+～） 【対　象】小学校高学年以上  
【定　員】8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】汚れが心配な方はエプロン
【締　切】10/7（月） 

家庭で余っている食べきれない食品を
持ち寄り、それを必要としている福祉団体・
施設などに寄付する活動。

“フードドライブ”とは？

応募資格 組合員とその家族であれば、どなたでもご応募いただけます。
※お1人様1作品の応募とさせていただきます　※作品は未発表・オリジナルの作品に限ります

著 作 権 応募された作品の著作権は、県民せいきょう及びコープ共済連に帰属します。
なお、応募作品は返却いたしませんのでご了承ください。

※Wチャンスの当選者発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます
※金賞作品3点は、コープ共済連に出品します
   全国賞入賞作品については、コープ共済連ホームページや広報物に掲載させていただきます

【募集締切】 11/30（土）　【発 表】 入賞作品はホームページで発表します（1月予定）

W
チャンス
W

チャンス

LPA（ライフプランアドバイザー）の会
川柳募集 健康・生きがいテーマ

・店頭のチラシに必須事項をご記入のうえ、配送担当者またはハーツサービス
　コーナーにご提出いただくか、ハガキ、FAX、ホームページでご応募ください。
・お名前・郵便番号・ご住所・お電話番号・組合員番号・年齢を明記してください。

〒910-8557 福井市開発5丁目1603番地
県民せいきょう LPAの会 川柳募集行
0776-52-2030

LPAの会 川柳募集

住 所

FAX

ホームページ

【実施期間】10/12（土）～10/14（月・祝）
【受付場所】ハーツつるが（12日のみ）、
            ハーツ三方五湖、ハーツわかさ　
※詳しくは、店頭のチラシをご覧ください

ふれあいまつり
第3地区企画

※詳しくは、イベントチラシ11月号でお知らせいたします

★ステージ企画　　★クラフトマーケット
★宅配・福祉・店舗委員さんの企画　など

内　　　容

【日　時】11/9（土）10：00～15：00　
【会　場】ショッピングセンター レピア（三方上中郡若狭町鳥浜）　

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？

チェアヨガ＆コグニサイズ
無料体験会

1周年を記念して
10月は登録ポイントアップ
（10月1日～10月31日）

県民せいきょうのコープ商品交流サイト県民せいきょうのコープ商品交流サイト

第3地区本部×（公社）ふくい・くらしの研究所コラボ企画

当日
飛び込みも
OKです！

金賞
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さらにご応募
いただいた方
の中から抽選
で100名様に
コーすけハン
ドタオルをプ
レゼント！

※保護者や小さいお子さんの同伴は要相談 

佳作
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※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

ゴキブリ駆除
団子を作りましょう

コープの会 お茶とお話の会主催

【日　時】10/19（土）10：00～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】コープの会メンバー
【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】200円
【持ち物】エプロン、筆記用具、
　　　　ペットボトルの
　　　　キャップ40個が
　　　　平らに入る容器
【受　付】9/14（土）10：00～

お菓子づくり
マカロンを作りましょう

コープの会 クローバー主催

カボチャぷりんは、作り方を見せて
いただき試食します。
【日　時】10/23（水）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】9/14（土）10：00～

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
スキルアップ講座

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。
【日　時】10/16（水）10：00～12：00　　　 【会　場】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）
【対　象】生協の活動に関心のある組合員　　【定　員】100名（申込先着順）
【託　児】お1人につき300円（1歳以上～未就学児・要予約・申込先着順）
　　　　　※きらめきくらしのサポートが行います

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。

保健師の視点を元にした超効果的な親子のコ
ミュニケーション方法を教えてくださいます！

【日　時】10/19（土）15：30～17：30 ※開始15分前までに受付をお願いいたします
【会　場】小浜市民体育館（小浜市後瀬町9番38号）　　【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

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！！
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 若狭会場

※昨年、若狭会場で開催された様子

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。

あおぎり農園「秋の家庭菜園講習会」

【日　時】10/20（日）9：30～13：00　　
【会　場】あおぎり農園（敦賀市公文名）、敦賀支所（敦賀市沓見）
【集合場所】あおぎり農園　
　　　　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・若狭 各15名ずつ）（申込先着順）　
【参加費】1,200円（お弁当代込）
【持ち物】汗拭きタオル、汚れてもいい服装でご参加ください。
【受　付】9/14（土）10：00～　

あおぎり農園でのさつまいも収穫体験とプランターでの家庭菜園のお話です。

今年春に田植えした稲を収穫します♪

レインボーファーム「稲刈り体験」

最新の消費者トラブルの手口について落語で楽しく
学びましょう！成年年齢が18歳に引き下げられます。
トラブルに巻き込まれないために、地域や家庭の場
において今から心構えをしておきましょう。
【日　時】10/4（金）13：30～15：00 　
【会　場】わかさ国府の郷 四季菜館 会議室（小浜市和久里）
【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） 　
【参加費】無料　 　　【締　切】開催日の前日まで

あの手この手の消費者トラブル 
～落語で楽しく学びま笑～

キャッシュレス決済に注目が集まっています！キャッシュレス決
済は、決して遠い未来の話ではなく、すでに私たちの生活で身
近なものです。今こそ、正しい知識を身に付けましょう！
【日　時】10/22（火・祝）13：30～15：00 　 
【会　場】ＡＯＳＳＡ 7F 706・707（福井市手寄1-4-1）
【講　師】(公社)全国消費生活相談員協会 
　　　　消費生活相談員 大西 康代氏
【対　象】一般県民　 【定　員】50名（申込先着順） 　
【参加費】無料　 　　【締　切】開催日の前日まで

あなたは“ピッ！”してますか？
キャッシュレス決済を正しく理解し見極めよう！

くらしの講座 受講者募集！くらしの講座 受講者募集！

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

11/2（土）日 時 会 場 ハーツわかさ

ハーツわかさ周年祭
わくわくフェスタ

送迎をご希望の方はお申し込み時にお伝えください
（ハーツわかさ7：50集合　ハーツつるが8：40集合）

【日　時】10/12（土）9：30～12：00（小雨決行）　　　　　
【会　場】ふくいレインボーファーム つるが農場（敦賀市沓見）
【集合場所】敦賀：敦賀支所（敦賀市沓見）　若狭：ハーツわかさ 8：40出発　
　　　　※現地集合の方はお申し込み時にお伝えください
【定　員】30名（敦賀・若狭 各15名ずつ）（申込先着順）　　　【参加費】200円　
【持ち物】お茶、軍手、汗拭きタオル、長靴、汚れてもいい服装でご参加ください。　　
【受　付】9/14（土）10：00～

ふ登校カフェ

【日　時】10/13（日）14：00～15：00　
【会　場】愛発公民館 会議室　　【講　師】保健師 安井さん
【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】300円（茶菓子代）　　 【受　付】受付中　

市民活動助成金団体 カラフル～ふ登校カフェ～主催

【お申し込み先】
090-7752-7249
（事務局 みくに まで)

当日
飛び込みも
OKです！

親子での
ご参加

大歓迎♪

★虹の会 餅つき
★宅配委員会の迎春試食会
★店舗委員会の試食コーナー
★わくわくくらぶと小浜きらめきの縁日コーナー

★福祉委員会の制作コーナー
★ビンゴ大会・ガラガラ抽選会
★おもちゃ病院

内　　　容

※詳しくはポスター、チラシをご覧ください

※詳細は店頭チラシをご覧ください

ワンコインで
ヘルシーメニュー

コープの会 商品たんけん隊主催

【日　時】10/22（火・祝）10：00～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】田中 喜久枝さん
【定　員】12名（申込先着順）
【参加費】500円
【持ち物】エプロン、
　　　　三角巾、
　　　　筆記用具
【受　付】9/14（土）
　　　　10：00～

●鶏肉のホイル焼き
●きのこのマリネ
●生姜ご飯
●スイートポテトの
　スティックバー

メニュー（予定）

雨天の場合は雨具を
ご準備ください
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