
※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

December

12月 イベント案内イベント案内
コープの会 スパイス主催

コープの会 ハンドメイド主催

第3地区産直協議会主催

【日　時】12/2（月）13：00～15：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【定　員】10名（申込先着順）
【参加費】100円（お茶代）
【持ち物】おうちに眠っている毛糸、
　　　　作りかけの編み物などの材料、
　　　　道具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】受付中
【締　切】11/25（月）

【日　時】12/3（火）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】10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】1,000円
【受　付】受付中　　【締　切】11/26（火）

とんとん工房
にしん寿し講習会

とんとん工房
にしん寿し講習会冬の編み物カフェ・第2弾冬の編み物カフェ・第2弾

ペーパーフラワーの
しめ縄作り・第2弾
ペーパーフラワーの
しめ縄作り・第2弾

昨年に引き続き、ペーパーフラワーを2種と南天
を作ります。オンリーワンのしめ縄で新年を迎え
ませんか？

年末年始のおもてなしに手作りにしん寿しはいかがですか？

みんなでおしゃべりしながら編み物をしませんか♪

今年は手作りクリスマス！男の手作りピザ＆スイーツ男子も満足できるロール
ケーキを作ります♪

第3地区×ふくい・くらしの研究所コラボ企画

【日　時】①12/3（火）13：00～14：00（下準備の説明と材料お渡し）
　　　　②12/4（水）13：00～14：30（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】①②両日ともご参加いただける方
【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】1,800円
【持ち物】①筆記用具
　　　　②エプロン、三角巾、手拭きタオル、
　　　　　漬物桶（直径30cmくらいのもの）、
　　　　　500㎖の空のペットボトル
【受　付】11/16（土）10：00～　　【締　切】11/25（月）

活動カレンダー 12/1日▶12/31火 ハーツつるがハーツつるが
日付　曜日　　　　　　　　イベント内容
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コープの会 スパイス「冬の編み物カフェ・第2弾」

コープの会 ハンドメイド
「ペーパーフラワーのしめ縄作り・第2弾」

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 健康体操「はじめてのフラ」

コープの会 健康体操「健康体操」
敦賀福祉委員会「チェアヨガ＆コグニサイズ無料体験会」

コープの会 クローバー「お菓子づくり シュトーレン」

ハーツ三方五湖「周年祭」
ハーツ三方五湖「周年祭」

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」

コープの会 お茶とお話の会「おもてなし料理」

第3地区産直協議会「とんとん工房 にしん寿し
講習会～下準備の説明と材料お渡し～」

第3地区産直協議会「とんとん工房
にしん寿し講習会～漬け込み作業～」

男の料理in敦賀 Ｇ-Ｇクッキング
クリスマスメニューを作ろう！

～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
クリスマスメニューを作ろう！

～料理を学びたい男性向けの料理教室～

【日　時】12/5（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】12/3（火）

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 
 クリスマスメニューを作ろう！」

●ピザ　　●ロールケーキ

メニュー（予定）



※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

【日　時】12/14（土）10：00～11：00
【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

敦賀福祉委員会主催

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

チェアヨガ＆
コグニサイズ
無料体験会

ハーツタウンわかさハーツタウンわかさ

クリスマスケーキもいいけど、ちょっと甘いシュトー
レンを手作りしてみましょう。

【日　時】12/2（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（パティスリーウフ）
【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】11/16（土）10：00～

お菓子づくり
「シュトーレン」
お菓子づくり
「シュトーレン」

【日　時】12/7（土）10：00～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】時岡 真佐子さん（栄養士）
【定　員】15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
【受　付】11/16（土）10：00～

【日　時】12/19（木）15：00～16：30
【会　場】南公民館（本町2丁目1-20）
【定　員】10名程度（申込先着順）
【対　象】不登校や行き渋り状態の
　　　　お子さまがいる保護者
【参加費】100円（茶菓子代）
【受　付】受付中

コープの会 お茶とお話の会主催

ハーツ三方五湖ハーツ三方五湖

会食の機会が増えるシーズン到来。レパートリーを
増やしておもてなしを。

おもてなし料理おもてなし料理

市民活動助成金団体 カラフル～ふ登校カフェ～主催

ふ登校や行き渋りのあるお子さまのいる保
護者のためのお茶会です。不安や悩みはあり
ませんか？情報収集にお越しください。

ふ登校カフェふ登校カフェ

コープの会 クローバー主催

当日ご参加
大歓迎です！

当日ご参加
大歓迎です！

【日　時】12/13（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】20名（申込先着順）　　
【参加費】300円
【持ち物】ヨガマット
　　　　又は大判タオル、
　　　　汗拭きタオル、飲料、
　　　　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】12/10（火）　
　　　　※定員に満たない場合は
　　　　　前日まで申し込み可能です

健康体操健康体操
優しいヨガ＆ステップ台を使って動きます。気にな
るお腹まわりをシェイプアップしましょう♡

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♪

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

【日　時】 基礎編 12/12（木） 「ブッシュ ド ノエル」
　　　　10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】後藤 加奈さん（パティスリーウフ）
【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
【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】12/9（月）

12/7（土）10：00～12：00日 時

会 場 ハーツ三方五湖

周年祭

【お申し込み先】090-7752-7249
　　　　　　　（事務局 みくに まで)

12/8（日）日 時

★店舗委員さんによる迎春試食会（無料）
★水羊羹食べ比べ（無料）
★大ビンゴ大会（15：00～）
★産直 九州の元米黒牛
　ふるまい・試食販売

内
　
容

★ガラガラ抽選会（開店～17：00）
★縁日コーナー（11：00～13：00）
★クリスマスケーキ試食会
　（11：00～13：00）
★前豊製菓さん和菓子バイキング

内
　
容

コープの会 健康体操主催

はじめてのフラはじめてのフラ
フラの曲に合わせてカラダを動かしましょう♡
【日　時】12/9（月）10：00～11：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】谷口 幸代さん
　　　　（NPO法人ジェリービーンズ）
【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】300円
【持ち物】汗拭きタオル、飲料、
　　　　動きやすい服装で
　　　　お越しください。
【締　切】12/7（土）
　　　　※定員に満たない場合は
　　　　　前日まで申し込み可能です

コープの会 健康体操主催
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