
ハーツはるえハーツはるえ

非常時・災害時に
役立つ料理を学ぼう！

窓の会主催

【日　時】　10/19（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　15名（申込先着順）　【参加費】　500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル　【受　付】　受付中

親子でハロウィン！
工作＆かぼちゃのおやつ作り

くれよんの会主催

【日　時】　10/27（土）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　5家族（申込先着順）
【参加費】　お1人につき100円
　　　　　（親子2人の場合200円、3人の場合300円）
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル、はさみ
【受　付】　10/13（土）10：00～

健康体操教室
いつまでも若 し々く！

自分でできるリンパマッサージ

坂井コープの会主催

お喋りティータイム
～宝塚編～

くれよんの会主催

来年の干支をつくろう！
窓の会主催

椅子に座ったり、立ったりしながら楽しく！

【日　時】　10/29（月）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　生涯体育学習振興機構 南 紀代恵氏
【定　員】　15名（申込先着順）　【参加費】　300円
【持ち物】　運動しやすい服装、タオル、飲み物
【受　付】　10/13（土）10：00～

宝塚が好きな人！宝塚のことを知りたい人！集まれ～！

【日　時】　11/10（土）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　100円
【受　付】　10/20（土）10：00～

かわいいイノシシを手作りで作りましょう♪

はるえ店舗委員会主催

ハーツのお店に並んでいる牛乳、生クリーム、ヨーグルト
の商品のこだわりなど楽しく美味しく学びましょう！

【日　時】　11/14（水）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　大山乳業農業協同組合 門脇氏
【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　100円
【受　付】　10/20（土）10：00～

知って得する大山乳業さんのお話
だい　せん

ケーキの試食も
あります！

毎年
人気！

毎年
恒例！

深川季代先生をお招きして、非常時や災害時に備えての役立つお話、
防災食を使ってのお料理を学びます。覚えておくとすごく便利です！！

【日　時】　11/21（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　300円　【持ち物】　裁縫道具
【受　付】　10/13（土）
　　　　　10：00～

（公社）ふくい・くらしの研究所
参加費
無料

「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。

【日　時】　10/31（水）13：30～15：00
【会　場】　ＡＯＳＳＡ 6F 研修室601C（福井市手寄）
【講　師】　（一社）ＥＣネットワーク 理事 原田 由里氏

今だから知りたい！ネットリテラシー
～賢く安全に使うための知恵～

リテラシーとは「使いこなす能力」のことです。インターネッ
トの利用者として、ネットリテラシーが今求められています！
インターネットを賢く安全に使うための知恵を学びましょう。【日　時】　10/27（土）13：30～15：00

【会　場】　ユー・アイふくい 1F
　　　　　学習室101・102（福井市下六条町）
【講　師】　公正取引委員会 近畿事務所 取引課

かしこい商品選択を身につけよう！
～私たちが安くて良い商品を買えるワケ～
私たちが安くて良い商品を買えることには理由があります。
かしこい商品選択を身につけ、日頃の買い物に役立てましょう。

電話・ＨＰからお申込みください。
お申込みはお早めに！

（公社）ふくい・くらしの研究所
☎0776-52-0626

いずれも

【対　象】　一般県民
【定　員】　各回50名（申込先着順）
【締　切】　各開催日の前日まで
※できる限り公共交通機関をご利用ください

フィオーレの会主催

【日　時】　10/31（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3Ｆ さくらルーム
【講　師】　ろじあるしょう天ん
　　　　　吉川 雅美氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　800円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル、
　　　　　保冷バッグ、保冷剤
【受　付】　10/13（土）9：30～

カラフルおはぎを作ろう！

福井の報恩講さん料理を作ります。
「茶飯」「呉汁」「こんにゃくの雷いた
め」など8品程度作ります。この機会
に、福井の行事食を学びませんか？

なのはな会主催

【日　時】　11/19（月）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3Ｆ さくらルーム
【定　員】　18名（申込先着順）
【参加費】　1,000円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル
【受　付】　10/13（土）9：30～

伝えたい
ふくいの行事食

～お斎～
とき

ドライフルーツたっぷりシュトーレンとスノーボール
クッキーを作ります。当日作ったシュトーレン生地はお
持ち帰りいただき、おうちで焼いていただきます。先
生が作ってきてくださった生地で焼き方を教わり、こ
れをみんなで試食します。ドリンクとミニサラダ付♪

フィオーレの会主催

【日　時】　11/28（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3Ｆ さくらルーム
【講　師】　cotta認定おうちパンマスター
　　　　　松宮 かおり氏
【定　員】　16名（申込先着順）
【参加費】　1,200円（シュトーレンの生地、
　　　　　お持ち帰り用タッパー付）
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル、保冷バッグ
【受　付】　10/13（土）10：00～

おうちパン作り X’mas バージョン

ハーツ学園ハーツ学園

古代米を使った美味しいかわいいお
はぎを3種（いちご・抹茶・さつまい
も）作ります。楽しくお話しながら作っ
た後は、先生の作ったおはぎで、みん
なでティータイム♪

ぐるぐるの会主催

【日　時】　11/7（水）
　　　　　10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3Ｆ
　　　　　さくらルーム
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　700円
【持ち物】　フェイスタオル3枚、
　　　　　はさみ
【受　付】　10/13（土）
　　　　　9：30～

手作りしましょう＆
冷えとり体験

親子で
参加してね！

・びわの葉エキス作り
・こんにゃく湿布体験
・梅醤番茶試飲　・足浴

アクリル毛糸で作る
かわいいクリーナー

福井コープの会主催

【日　時】　11/21（水）
　　　　　13：30～15：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F
　　　　　しいの樹ルーム
【定　員】　12名（申込先着順）
【参加費】　200円（ティータイム付）
【持ち物】　はさみ
【受　付】　10/13（土）
　　　　　10：00～

ハーツ志比口ハーツ志比口

お申込み
お問い
合わせ

ＳＮＳ映え
する！

生協の組合員活動ブログ

くみかつ応援日記

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時

組合員さん同士の交流・学習の場として、積極的なご参加お待ちしております！組合員さん同士の交流・学習の場として、積極的なご参加お待ちしております！

10・11月 イベント案内イベント案内イベント案内イベント案内

※イベントチラシに掲載しています企画は、チラシの配布以前より募集を開始している企画もあります。ご応募いただいた時点で定員に達していた場合はご容赦願います。
※イベント開催当日の写真を、県民せいきょうのホームページ掲載や、広報紙（組合員への配布や店内配布など）に掲載する場合がございますのでご了承願います。

※受付時間外は、音声ガイドにて、お問い合わせの受付と緊急時の連絡先をご案内しております。
※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使用させていただきます。
　目的以外の利用はいたしません。

おかけ間違いがないように、番号をお確かめください。

お申込み
お問い合わせ

●ハーツはるえ ひまわりルーム
●ハーツ学園 さくらルーム

●ハーツ志比口 組合員集会室 しいの樹
●ハーツ羽水 組合員集会室 利用者募集中！利用者募集中！利用者募集中！

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時



※イベントチラシに掲載しています企画は、
チラシの配布以前より募集を開始している
企画もあります。ご応募いただいた時点で
定員に達していた場合はご容赦願います。

※イベント開催当日の写真を、県民せいきょ
うのホームページ掲載や、広報紙（組合員へ
の配布や店内配布など）に掲載する場合が
ございますのでご了承願います。

お申込み
お問い合わせ

※受付時間外は、音声ガイドにて、お問い合わせの受付と緊急時の連絡先をご案内しております。
※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使用させていただきます。
　目的以外の利用はいたしません。

おかけ間違いがないように、番号をお確かめください。

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時

身体にやさしいヨーガ教室
10/16（火）・11/20（火）各回13：30～14：30
大野きらめき 2F 多目的集会室
ヨーガインストラクター 飛石 めぐみ氏
18名（申込先着順）　　　　　500円
バスタオルまたはヨガマット、
動きやすい服装
受付中

日　時

会　場

講　師

定　員 参加費

持ち物

受　付

CO・OP商品実感フェスタin奥越
11/3（土・祝）10：00～15：00
大野公民館 ランチルーム（大野市）
無料

日　時

会　場

参加費

県民せいきょう創立40周年記念事業

●生協の迎春商品、奥越地元の商品など
　約50品目の試食コーナー
　（クリスマスケーキ、お米の食べ比べもあります！）
●コープ化粧品体験コーナー
●CO・ＯＰ共済案内コーナー
●介護用品展示・相談コーナー
●生協の宅配、お知らせコーナー

内容

迎春商品、
クリスマス商品は
会場にて

ご予約できます

奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内

10/27（土）10：30～14：30（雨天時はきらめき施設内）
岡保きらめき 駐車場（福井市曽万布町7-18-1）

日　時

会　場

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

【日程・会場】　10/24（水） ハーツ羽水 組合員集会室
　　　　　10/31（水） ハーツはるえ ひまわりルーム

めざせ！家計の達人3回連続講座

家計の現状を把握しよう
～スイーツを楽しみながら、みんなで不安や悩みを語り合おう～

2回目

【日程・会場】　11/28（水） ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　11/29（木） ハーツ羽水 組合員集会室

我が家にピッタリ！のお金の上手な使い方を考えよう3回目

いずれも
【時　間】　10：00～12：00　　　　【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　300円（資料・茶菓子代）　【持ち物】　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、1歳以上）
※1回目は9月に終了しました。 ※2回目のみの参加はできません。

元気な男性シニア層の活動参加者を広め、ボランティア活動に活か
していただこうと、福井市総合ボランティアセンターとの共催で「シ
ニア達人塾」を開催しています。

30を超える蔵元のある福井県。福井の美味しいお酒の選び方、飲み
方、ラベルの見方などを伝授します。お土産に、地酒の飲み比べセット
をご用意（当日飲み比べは行いません）。

【日　時】　11/17（土）10：00～12：00
【会　場】　福井市総合ボランティアセンター
　　　　　（福井市中央1丁目2-1 ハピリン4F）
【講　師】　酒卸問屋 鎌仁商店　【対　象】　20歳以上の方
【定　員】　30名（申込先着順）　【参加費】　1,000円
【受　付】　10/20（土）9：00～

男のシニア達人塾

11月の塾は…「福井の地酒達人」

生協ボランティアセンター・福井市総合ボランティアセンター主催

男性だけでなく、
女性、ご夫婦での
参加もOK！

岡保こども園作品展示、岡保5周年写真展、
福祉用具・補聴器の展示

ステージ企画
寮町雅楽会、岡保こども園、太鼓＆書道パフォーマンス、
足羽第一中学校吹奏楽演奏、
ウッドカンパニーギター演奏、SBE80姉妹グループ発表

縁日コーナー
輪投げ、スーパーボール、じゃんけん大会

模擬店
蕎麦、マフィン、たこ焼き、焼き鳥、ベビーカステラ、
おでん、介護食・医療食試食、ワークショップ（小物作り）、
駄菓子屋、お米販売（いちほまれをおにぎりで）など

お菓子まき

お楽しみ抽選会

フードドライブ

11/10（土）10：00～12：30
県民せいきょう 本部センター 1・3F
（福井市開発5丁目1603番地）

日　時

会　場

食べて納得！
迎春商品・クリスマスケーキ試食学習会

食べて納得！
迎春商品・クリスマスケーキ試食学習会

①11/4（日）（3回開催）
　❶11：00～12：00 ❷13：00～14：00 ❸14：30～15：30
　福井県社会福祉センター
②11/10（土）（2回開催）
　❶13：00～14：00 ❷14：30～15：30
　県民せいきょう 本部センター
各回30名（申込先着順）　　　　　無料
マイ箸、飲み物、筆記用具　　　　　10/13（土）9：30～

日時・会場

定　員 参加費

持ち物 受　付

福井宅配委員会主催

見て！食べて！迎春わくわく学習会見て！食べて！迎春わくわく学習会
①11/2（金）10：30～11：30
　ハーツはるえ ひまわりルーム
②11/4（日）（2回開催）
　❶10：00～10：45 ❷11：00～11：45
　坂井きらめき 1F
③11/6（火）10：30～11：30
　雄島コミュニティセンター（坂井市三国町宿3丁目2-5）
各回30名（申込先着順）　　　　　無料
マイ箸、飲み物、筆記用具　　　　　10/13（土）10：00～

日時・会場

定　員 参加費

持ち物 受　付

坂井宅配委員会主催
コグニサイズで

いつまでも元気にイキイキと☆

福井福祉委員会主催

コグニサイズとは…体を動かしながら脳を鍛える、認知症予防の簡単エクササイズです。

日　時

会　場

対　象

講　師

定　員

参加費

持ち物 受　付

10/25（木）10：00～12：30
宝永きらめき 1F 集会室
コグニサイズインストラクター 山本 ふみえ氏
65歳以上の方　　　　　　12名（申込先着順）
500円（弁当代込み）
タオル、鉛筆、体操のできる服装でお越しください。 　　　　　受付中

手軽で簡単！おうちパン講座
～トースターで焼けるフォカッチャと
フライパンで焼くパン作り～

坂井福祉委員会主催

低温発酵したパン生地の作り方を教わり、当日作った生地はお持ち帰り
いただきます。当日は、講師の方が作ってきてくださった生地で焼き方を
教わり、ランチにします。ミニサラダ・スープ付。

日　時 11/16（金）10：00～12：00
坂井きらめき 組合員集会室（坂井市坂井町大味56号）
cotta認定おうちパンマスター 松宮 かおり氏
8名（申込先着順）
1,000円（お持ち帰り用生地2種、タッパー付）
エプロン、三角巾、手拭きタオル、保冷バッグ、保冷剤
10/13（土）10：00～

会　場

講　師

定　員

参加費

持ち物

受　付

前回
福井会場にて
大好評！

内容

ありがとう5周年 岡保きらめき祭 ～笑顔でつながる輪～ありがとう5周年 岡保きらめき祭 ～笑顔でつながる輪～

展　示

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。サウルコス福井の選手と
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。

サウルコス福井×福井県民生協　コラボ企画

サウルコスと遊ぼう！！女の子、男の子、
みんな集まれ

▲昨年、奥越・福井会場で
　開催されたサウルコスと　
　遊ぼう！！の様子　

【奥越会場】10/27（土）大野まちなか交流センター（大野市明倫町3-37 結ステーション隣）
【福井会場】10/28（日）福井市西体育館（福井市飯塚町10-8）
いずれも14：00～16：00  ※開始15分前までに受付をお願いいたします

坂井エリアでの開催は、年明け1月末を予定しています。
詳しくは「がんばらにゃ」11月号・地区イベントチラシでご案内いたします。

日時・会場

サウルコス福井のサッカー選手・コーチ　　　　　　5歳児～小学校6年生（男女）
各会場50名（申込先着順）　　　　　　　　　　　お子さまお1人につき300円
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）
受付中

講　師 対　象

定　員 参加費

持ち物

受　付

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

ケーキの
試食も
あります！

まつりまつり

パパもママも、おじいちゃん、おばあちゃんも、
お友だちも…みーんな誘って、ぜひ遊びに来てくださいね！！

絵本ライブ

ダンス発表

ハンドマッサージ お楽しみ！
抽選会

クラフトマーケッ
ト

いろんなお店が出
店します！

お楽しみに！！
子育て家族に楽しいイベントがいっぱい！！
（オムツ換え・授乳スペースもあります）

手形でエコバッグを作ろう！（数に限りがあります）

ハイハイ、かけっこ
競争

ミュージックケ
ア

写真撮影コ
ーナー

（ゴロリン
アート・壁面

アート）
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