
※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

November

11月 イベント案内イベント案内
活動カレンダー 11/1金▶12/2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
魚をさばこう！

～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 魚をさばこう！」

第3地区×ふくい・くらしの研究所コラボ企画ハーツつるがオリジナル企画

コープの会 スパイス主催敦賀福祉委員会主催

コープの会 キッチュ主催

ハーツ水産職員さんにコツを教えてもらいましょう♪
【日　時】11/7（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】11/5（火）

プチ・お菓子作り
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♪

●はまちのお刺身
●お魚のセサミ和え
●あら汁

メニュー
（予定）

冬の編み物カフェ
お家に眠っている毛糸でミニストールを作ってみま
せんか？春夏用糸でも冬用糸でもOKです。

【日　時】11/9（土）10：00～11：30　【会　場】中郷公民館
【講　師】齋藤 美雪氏（一般社団法人日本こども色彩協会代表理事・
　　　　　　　　　　一般社団法人UNI H&H大学院専務理事）
【対　象】0～12歳の子を持つママパパ
【定　員】30名程度（申込先着順・要予約）　

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】11/17（日）
　　　　14：00～15：00　
【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）
【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】無料 ※予約不要
【持ち物】飲み物、
　　　　汗拭きタオル

何気に撮っている写真をちょっとしたコツで、ピカイチになる秘訣
を教わります♪さらに、撮った写真の保管のコツやマナーやルー
ルを学びます。
【日　時】11/3（日・祝）10：00～12：00　
【会　場】ハーツつるが オアシス  【講　師】ヤマダシュータ,mami　
【対　象】発達障がいのあるお子さまと保護者
【定　員】親子8組（申込先着順）　【参加費】お1人につき200円
【持ち物】デジカメまたはスマホ、カメラなら何でもOK。

写真を撮ろう

親子の心を軽くする
これからの学校と家庭のお話
子どものやる気やしつけで疲れていませんか？日常の関わりの
コツを、色彩知育と脳科学を元にわかりやすくご紹介します。

敦賀福祉委員会「チェアヨガ＆コグニサ
イズ無料体験会」

生協葬祭みれい「学習会＆終活何でも相談会」（わかさ）

生協葬祭みれい「学習会＆終活何でも相
談会」（三方五湖）

市民活動助成金団体 カラフル「親子の心
を軽くするこれからの学校と家庭のお話」

生協葬祭みれい「学習会＆終活何でも相談会」（つるが）
コープの会 お茶とお話の会「エコカフェ
暮らしにエッセンスを」

第3地区企画「県民せいきょう 第3地区 ふれあいまつり」

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 スパイス「冬の編み物カフェ～第1弾～」

コープの会 スパイス「冬の編み物カフェ～第2弾～」

スキルアップ講座「生協のコープ商品を通
じて暮らしをよりよく」
コープの会 クローバー「クリスマスケーキ
に素敵なデコレーションを」

コープの会 キッチュ「写真を撮ろう」

コープの会 ハンドメイド「タボさんの美文
字講座 第三回目～年賀状編～」

くらしの講座「よくわかる！食品表示と食の安全」
ハーツわかさ周年祭「わくわくフェスタ」

コープの会 ハンドメイド主催

タボさんの美文字講座～年賀状編～
日頃文字を書くことをおっくうに感じていませんか？三度目の今
回は、筆ペンを使い年賀状にチャレンジします。一緒に文字を書く
楽しさを再発見しませんか？
【日　時】11/5（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】10/29（火）　※前回参加された方は筆ペンをお持ちください

第三回目

【日　時】① 基礎編  11/6（水） 「さつまいもタルト」
　　　　② 実践編  11/27（水） 「アップルパイ」
　　　　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】①11/3（日・祝） ②11/24（日）

【日　時】① 第1弾  11/25（月） 
　　　　② 第2弾  12/2（月）
　　　　いずれも13：00～15：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【定　員】各10名（申込先着順）
【参加費】①100円（お茶・資料代） ②100円（お茶代）
【持ち物】①かぎ針3号、編み物用とじ針、糸切りばさみ、
　　　　　編み糸（かぎ針3号対応の物25gくらい）
　　　　②お好きな編み物材料をお持ちの上、
　　　　　ご参加ください。第1弾で作る
　　　　　ミニストールの続きでもOK。
【受　付】①②10/12（土）10：00～
【締　切】①11/18（月） ②11/25（月）

当日
ご参加
大歓迎
です！

【お申し込み先】カラフル×親教育プロセス090-7752-7249　　222mamamama@gmail.com

【参加費】500円
【締　切】なるべく11/7（木）

市民活動助成金団体 カラフル主催
子連れ可



※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

福井ユナイテッドＦＣ×県民せいきょうコラボ企画

ハーツタウンわかさハーツタウンわかさ

エコカフェ
暮らしにエッセンスを

コープの会 クローバー主催

【日　時】11/16（土）10：00～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】赤井 泰子さん
【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】300円（おやつ付）　　
【持ち物】スカーフ（どんな形のものでも、なくても大丈夫です）
【受　付】10/12（土）10：00～

生協のコープ商品を通じて暮らしをよりよく
～コープ商品60周年～

スキルアップ講座

生協のコープ商品のこれまでを振り返り、ロングセラー商品やどうしてコープ商品が組合員に支持されてきたかを学び
ます。試食なども交えながら、楽しくコープ商品を学びましょう。
【日　時】11/20（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）
【講　師】日本生協連 ブランド戦略本部 マーケティング部　 
【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。

【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！！
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。

食品表示についての知識を深め、食の安全・安心について考えましょう。また、遺伝子
組み換え食品やゲノム編集食品についての正しい知識を身につけましょう。
【日　時】11/2（土）13：30～15：00 　　　　　　　　　　　　
【会　場】ＡＯＳＳＡ 6F 601B・C（福井市手寄1-4-1）
【講　師】至学館大学 健康科学部 栄養科学科 教授 小塚 諭氏　  【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

よくわかる！食品表示と食の安全～遺伝子組み換えとゲノム編集食品～
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

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）

ふ登校カフェ主催

コープの会 お茶とお話の会主催

デコレーションの仕方と、チョコプリ
ンの作り方のデモ。その後試食します。

クリスマスケーキに
素敵なデコレーションを

【日　時】11/21（木）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】15名（申込先着順）
【参加費】600円　
【持ち物】筆記用具
【受　付】10/12（土）
　　　　10：00～

参加費
無料

学習会＆終活何でも相談会

家族葬について＆これからのお墓のあり方

葬儀の形や費用、法事・法要やお墓・
お仏壇のご相談 など

【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室

ハーツわかさ
【会　場】ハーツつるが オアシス

ハーツつるが11/9土 11/15金
【会　場】ショッピングセンター レピア 2F 会議室

ハーツ三方五湖11/22金

学習会
テーマ

終活
何でも
相談会

県民せいきょう 第3地区 ふれあいまつり
【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）　

【時　間】10：00～11：00　【講　師】みれい担当者、南越石佛（有） 西村氏
【定　員】各20名（申込先着順・要予約）

【時　間】①12：00～13：00　②13：00～14：00　③14：00～15：00　　　 
【定　員】各時間帯2組（申込先着順・個別相談（完全予約制））※事前に相談内容をお知らせください　

お時間が合わない方は、出張相談も無料で受付ております。（ご自宅、最寄のハーツなど）お時間が合わない方は、出張相談も無料で受付ております。（ご自宅、最寄のハーツなど）

生協葬祭みれい主催
いざという時
困らないために

参加費
無料

誰に相談したら
いいかわからずに
悩んでいませんか？

出張相談

ハーツ
わかさ周年祭

わくわくフェスタ

★虹の会 餅つき　★おもちゃ病院
★宅配委員会の迎春試食会
★店舗委員会の試食コーナー
★福祉委員会の制作コーナー
★ビンゴ大会・ガラガラ抽選会
★わくわくくらぶと
　小浜きらめきの縁日コーナー

内　　容

※詳しくはポスター、チラシをご覧ください

【日　時】11/2（土）
【会　場】ハーツわかさ

★五湖レンジャーによる
　握手会、お菓子まき
★美方高校吹奏楽部　
★五湖鶴太鼓

★店舗委員会による喜作園のお茶のふるまい、販売
★宅配委員会による縁日コーナー　
★産直商品の販売
★レピア大抽選会・産直ビンゴ大会など

内　　　容

ステージ
発表 ブース

第3地区企画

❶クラフトテープで作る簡単でおしゃれなかご
　（Xmasプレゼント用に、お菓子や小物入れに）
❷スカーフで楽しもう秋・冬～結び方アレンジ
❸新聞紙で作るくず入れ（ゴミ箱の内にセットして）

ワークショップ3種類
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