
ライフプランアドバイザー養成セミナー受講概要

人気のハーバリウムを作ってみよう

ハーツはるえハーツはるえ ハーツ羽水ハーツ羽水

ダンボールコンポスト教室
くれよんの会主催

くれよんの会主催

ぐるぐるの会主催

ライフプランニングについてのアドバイスと、くらしの見直し学習会を行う専門知識を持つ活動組合員を募集します。
メンバーになるためにはライフプランアドバイザー養成セミナーを受講して資格取得をしていただきます。活動内容、
セミナーについての説明会を開催いたします。

【日　時】　4/15（日）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　あじさい工房 林 玲子氏
【定　員】　15名（申込先着順）　　　
【参加費】　2,000円（材料費）
【持ち物】　はさみ、新聞紙
【受　付】　3/17（土）10：00～

LPA（ライフプランアドバイザー）の会 新規メンバー募集！
L PA（ライフプランアドバイザー）の会ご案内

ダンボールコンポスト教室

※画像は
　イメージです
※画像は
　イメージです

① 募集条件　・組合員であること　・説明会に参加すること
　　　　　　・修了後最低2年間はLPAの活動に参加すること
　　　　　　・すべての講座を受講して、試験を必ず受けること

② 受講料　　40,000円（LPA登録後20,000円を還元します。
　　　　　　 　　　　　 実質自己負担額20,000円）
③ 募集締切　4/30（月・振休）

④ 受講スケジュール　　
　 4月……受講生募集
 　5月……受講生決定
　 7月……第1クール （社会保険）
　 8月……第2クール 
　　　　　（生命保険・金融）

9月……第3クール 
           （税金・不動産・相続）
10月…提案書提出
11月…修了試験

ダンボール箱を使った生ゴミの堆肥化に挑戦してみませんか？

【日　時】　3/24（土）14：00～15：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　宮田 宏美氏（環境アドバイザー）
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　1,000円（材料費）
【持ち物】　筆記用具、現在ダンボールコンポストを
　　　　　行っている方は中の土を一握りお持ちください
【受　付】　受付中

【日　時】　3/28（水）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【講　師】　宮田 宏美氏（環境アドバイザー）
【定　員】　15名（申込先着順）　 【参加費】　1,000円（材料費）
【持ち物】　筆記用具、現在ダンボールコンポストを
               行っている方は中の土を一握りお持ちください
【受　付】　受付中

ダンボール箱を使った生ゴミの堆肥化に挑戦してみませんか？

おしゃれな
ハーバリウムで
癒されましょう

まずは説明会に
ご参加くださいね！【日時・会場】　①4/20（金）11：00～  ハーツはるえ ひまわりルーム

  　　　　　 ②4/23（月）11：00～  ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
説明会

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！

3・4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

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

3/20（火）・4/17（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

大地震・豪雨水害など自然災害が多発する現在、いつどのような災害に見舞われるかわかりません。もし災害に遭った
らどのように対処するとよいか、学習講演や模擬体験を通じて防災・減災を学び、自らの身を守ることを考えましょう。

主催：福井県労働者福祉協議会、全労済福井推進本部
共催：県民せいきょう、連合福井、北陸労働金庫福井県本部、福井県生協連合会 他

福井県産業会館１号館会　場3/25（日）10：00～17：00日　時

家族でたのしくまなぶ
防災・減災フェア2018

その他 体験ブース（予定）

ステージスケジュール（予定）
10：00　災害救助犬訓練実演&ふれあいコーナー
　　　　（JKC災害救助犬チーム金沢）
11：00　女性のための防災セミナー（国崎 信江氏）
12：00　防災科学実験ショー（Dr.ナダレンジャー）

13：00　東日本大震災の教訓と災害に備えるということ
　　　  （岡本 翔馬氏（NPO桜ライン311代表））

大規模災害時、被災地に緊急食糧支援が届くまで数
日かかります。その際家庭で最低3日間は過ごせる非
常食を備蓄することが大切です。
定期的に食べながら買い足しを繰り返して、備蓄す
ること。非常食として特別に用意して保存しておくの
ではなく、日常食べている食品
（水・カップ麺・缶詰・レトルト食品・
お菓子など）を非常食として、食べ
た分だけ補充しながら、一定量を
確保しておくのが「ローリングス
トック」です。見本となる商品の展
示などを行います。

「桜ライン311」は、東日本大震災のとき、福井県が「チームふくい」とし
てボランティアに入った岩手県陸前高田市で、津波の恐ろしさを後世に
伝えるため、津波が到達した地点に桜を植樹する活動を行っている
NPO団体です。その代表である岡本氏をお迎え
して、講演会を開催します。
県民せいきょうも、昨年・一昨年と2年続けて植
樹ボランティア活動に参加しました。

「東日本大震災の教訓と
 災害に備えるということ」
  ～災害の伝承と自分ごと化～

県民せいきょう（第1地区本部）企画

非常食の新たな備蓄法
「ローリングストック」

岡本 翔馬氏（NPO桜ライン311代表）講　師

福井県産業会館１号館 中央ステージ場　所

13：00～14：15時　間

講演会 体験ブース

●紙ぶるるとストローハウス ●応急処置

●クイズ&シミュレーション
  災害時の避難行動や心得、日頃の対策を楽しく
  覚えやすく学びます

●あなたのお家は大丈夫？耐震改修工事の相談や
　リフォームを検討している方の融資相談ブースもご用意。

●非常食の新たな備蓄法
　「ローリングストック法」の紹介展示。

●サバイバルめしたき
  空き缶と牛乳パックを使って屋外で
  ご飯を炊く方法を伝授。（11：00～、14：30～）

●ビニール袋でカッパ
  傘がない、防寒着がないときの緊急対応は
  ビニール袋で！

●ダンボールで簡易トイレ
  トイレがなかったら…。
  大丈夫、ダンボールで作ることができます。

親子体験ブース 「もしも」が起こったら

備えあれば憂いなし

2018 くみかつ交流会

事前
申込要

参加費
無料

お弁当
付き

託児あり

県民せいきょうでは、組合員のみなさんが主体となって県内各地で活動しています。組合員さん同士の活
動交流と活動の輪を広めるために「2018くみかつ交流会」を開催します！
新しい出会いと温かいふれあい、とびっきりの笑顔がみなさんをお待ちしています。

スケジュール内容

10：00～10：15
10：15～11：45
11：45～12：30
12：30～13：45
13：45～14：00
※スケジュール内容は
　変更になる場合があります。

開会
委員交流
昼食（お弁当付き）
学習会
まとめ・閉会

【日　時】　4/17（火）10：00～14：00　  
【会　場】　県民せいきょう 本部センター　  【定　員】　150名　
【託　児】　お子さまお1人につき500円
　　　　  （要予約、申込先着順、1歳以上のお子さま）
【締　切】　4/6（金）

★学習会★ ●当日１つの商品学習会に参加することができます！
●お申込みの際に、下記より第1希望、第2希望をお選びください。

※メーカーの都合により内容が変更になる場合があります。※学習会のみの参加はできません。

　

㈱コモ

日新蜂蜜㈱

トップ産業㈱

ＬＰＡ（ライフプラン
アドバイザー）の会
組織ネットワーク
支援部 職員

メーカー・講師

1

2

3

4

5

　

ロングライフパン

蜂蜜

オレンジングパワー
泡スプレー

エンディングノート

エシカル商品

主な商品 　

ロングライフパンの特徴

蜂蜜の学習と使い方

オレンジングパワーのパワーを実感しよう！

これからの生き方を考えるエンディングノート

エシカルってなーに!?誰かの笑顔につながるコープ商品

講座テーマ（予定）

●飛散したガラスの上を歩く
  模擬体験と防災グッズ作り
卵の殻をガラスに見立て裸足
で歩く体験。その後、新聞紙で
できる防災グッズを作ります。

地震のとき、建物はどんなふうに揺れている
んだろう？耐震化について学ぶ工作実験。

ケガの処置、意識喪
失者への人工呼吸・
心臓マッサージ・
AEDの模擬体験

●負傷者搬送体験
物干し竿と毛布や
シーツで担架を作り、
4人1組で負傷者を搬
送する体験

参加費
無料

14：30　防災科学実験ショー（Dr.ナダレンジャー）
15：15　クイズで学ぶ女性の防災（国崎 信江氏）
16：15　防災ビンゴゲーム（国崎 信江氏）


