
※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1月 イベント案内イベント案内
January

コープの会 ハンドメイド主催

敦賀福祉委員会主催第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
味噌料理を作ろう！
～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
味噌料理を作ろう！
～料理を学びたい男性向けの料理教室～

【日　時】1/9（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】1/7（火）

ゆず味噌を使って…
●田楽
●味噌グラタン
●味噌スイーツ

メニュー（予定）

ハーツつるがオリジナル企画

【日　時】①1/14（火）  ②1/18（土）
　　　　いずれも13：30～14：30
【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】各20名（申込先着順）
【参加費】無料
【持ち物】①②飲み物、汗拭きタオル
【受　付】受付中

プチ・お菓子作りプチ・お菓子作り

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”脳トレ”でリフレッシュしてみませんか？

活動カレンダー 1/1水▶1/31金 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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【日　時】1/17（金）10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス　　【講　師】武井 邦子さん
【定　員】12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】エプロン、ふきん、持ち帰り用の袋。
　　　　ハンドミキサーをお持ちの方は
　　　　ご持参ください。
【受　付】受付中　　【締　切】1/9（木）

温か～い飲み物に合う
パウンドケーキを
手作りしましょう

温か～い飲み物に合う
パウンドケーキを
手作りしましょう

焼きあがったケーキをお1人につき1本お持ち帰りいただけます。

チェアヨガ＆脳トレ
無料体験会

チェアヨガ＆脳トレ
無料体験会

当日ご参加
大歓迎です！

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×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 
 味噌料理を作ろう！」

コープの会 健康体操「はじめてフラ」

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」

コープの会 ハンドメイド「温か～い飲み物に
合うパウンドケーキを手作りしましょう」

くらしの講座
「あなたの「いいね！」本当に大丈夫？
  身近な問題！ソーシャルメディアトラブル」

コープの会 ハンドメイド
「ペーパーアートでアクセサリー作り」

LPAの会「保険力をきたえる！
～生命保険を基礎から学びましょう～」

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♪

【日　時】① 基礎編  1/16（木） 「チョコレートタルト」
　　　　② 基礎編  1/14（火） 「ガトーショコラ」
　　　　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（パティスリーウフ）
【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】①1/13（月・祝） ②1/18（土）

敦賀福祉委員会「チェアヨガ＆脳トレ無料体験会」

敦賀福祉委員会「チェアヨガ＆脳トレ無料体験会」

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～」



※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。

くらしの見直し学習会 ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会主催

ハーツつるがハーツつるが

健康体操＆はじめてフラ健康体操＆はじめてフラ
コープの会 健康体操主催

【日　時】健康体操  ①1/20（月）10：00～11：00  ②1/27（月）10：00～11：00
　　　　「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♡」
　　　　 はじめてフラ  1/31（金）10：00～11：00 「フラの曲に合わせてカラダを動かしましょう♡」
【会　場】ハーツつるが オアシス　  【定　員】各20名（申込先着順）　  【参加費】各300円
【講　師】健康体操：川島 香さん（NPO法人ジェリービーンズ）  はじめてフラ：谷田 幸代さん（NPO法人ジェリービーンズ）
【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）
【受　付】いずれも受付中
【締　切】各開催日の1週間前まで（定員に満たない場合は当日まで申し込み可能です）

ペーパーアートでアクセサリー作りペーパーアートでアクセサリー作り

活動委員さん大募集!!活動委員さん大募集!! 私たちの生協だから、もっと利用しやすい生協になって
ほしい。生協の事業委員会で一緒に活動しませんか？
私たちの生協だから、もっと利用しやすい生協になって
ほしい。生協の事業委員会で一緒に活動しませんか？

コープの会 ハンドメイド主催

ふ登校カフェふ登校カフェ
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(＾＾)

市民活動助成金団体 カラフル～ふ登校カフェ～主催

【日　時】1/9（木）14：00～15：30
【会　場】敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」
【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

当日飛び込み
参加可能です

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

保険に加入しているけれど、内容がよく分からない??20年、30年と長いおつきあいだから、支払うお金も莫大！
さあ、家計と保険の『見直し』大作戦！

いずれも
【時　間】10：00～12：00　　　【会　場】ハーツつるが オアシス
【定　員】15名（申込先着順）　　【参加費】200円（資料・茶菓子代）
【持ち物】生命保険証券、ねんきん定期便、筆記用具、電卓
【託　児】お子さまお1人につき300円（要予約・申込先着順）

情報媒体として今注目のソーシャルメディア。ソーシャルメディアとは？どのようなトラブルが多いのでしょうか？
トラブルの防止策やその対応策について学びましょう！

あなたの「いいね！」本当に大丈夫？ 身近な問題！ソーシャルメディアトラブル
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

【日　時】1/25（土）13：30～15：00　　　【会　場】プラザ萬象 第1会議室（敦賀市東洋町1-1）
【講　師】仁愛大学 人間学部 コミュニケーション学科 安彦 智史氏　　 【定　員】50名（申込先着順）
【対　象】一般県民　　　　　　　　　　　 【参加費】無料　　　　　　【締　切】開催日の前日まで

保険力をきたえる！
～生命保険を基礎から学びましょう～

【日　時】1/28（火）10：00～12：00　 【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】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】700円　  【受　付】受付中 　 【締　切】1/21（火）

皮のような紙で、おしゃれなブローチとバッグチャームを作りませんか。
（白か黒どちらかのセットになります）

2回シリーズ

※1回のみのご参加も可能です

【日　程】1/30（木）

生命保険の基礎
～基礎を知ってわが家の保障を考えましょう～

1

【日　程】2/27（木）

2 証券チェックと見直し方法
～自分の証券をチェックしよう～『宅配サービス』を

よくしたい
『ハーツ』を
よくしたい

●敦賀店舗委員会
●三方五湖店舗委員会
●若狭店舗委員会

『きらめき』を
よくしたい

●敦賀福祉委員会
●若狭福祉委員会

●敦賀宅配委員会
　商品ファンクラブ
●若狭宅配委員会

詳しくはQRコードより まずは見学からお気軽に♪
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