
ハーツはるえハーツはるえ

ハーツ志比口ハーツ志比口

2種類のかごを作ります。色・柄はいろいろ準備します。会場に
早く来られた方から選んでいただきます。

あじさいの会主催

【日　時】　9/6（木）13：00～15：30
【会　場】　加戸・公園台コミュニティセンター
　　　　　（坂井市三国町加戸136-7-7）
【定　員】　16名（申込先着順）
【参加費】　500円（おやつ・飲み物付）
【持ち物】　洗濯ばさみ20個程度、厚紙が切れるはさみ、
　　　　　メジャー、筆記用具
【受　付】　受付中

クラフトテープでかわいい
小物入れを作りましょう 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。

福井のそばで美味しい打ちたてのおろしそばを味わいます。
自分で打ったおそばはお土産にお持ち帰りいただきます。

生協ボランティアセンター主催 福井市総合ボランティアセンター共催

【日　時】　9/15（土）13：00～15：30（今回は午後開催となります）
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【講　師】　男性調理ボランティアグループ 春江鉄人クラブ
【対　象】　20歳以上の方
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　1,000円
【持ち物】　エプロン、三角巾
【受　付】　8/18（土）10：00～

男のシニア達人塾

ハーツはるえ
夏祭り

【日　時】　8/26（日）13：30～16：00
【会　場】　ハーツはるえ

お喋りティータイム
～おそうじ、お片付け編～

ドレミの会主催

おそうじ、お片付けが得意な方！苦手な方！
ペチャクチャモグモグ楽しいひとときを！

こんにゃくと卵で
ヘルシーランチ

坂井宅配委員会主催

【日　時】　9/18（火）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　12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】　8/27（月）10：00～

ハーツ学園ハーツ学園

万能だし！千代の一番の
おだしを使って簡単料理♫

福井福祉委員会主催

【日　時】　8/31（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　12名（申込先着順）
【参加費】　500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　ハンドタオル
【受　付】　8/11（土・祝）
　　　　　10：00～

福井福祉委員会、きらめきくらしのサポートの説明もあります

秋のランチをご一緒に！！
福井コープの会主催

遊びに
来てね！

メニュー（予定）
・こんにゃくご飯　・こんかつ
・オムレット など

メニュー（予定）
・栗ご飯
・イワシの蒲焼き
・なす炒め
・トマトとレタスのヘルシーみそ汁

縁日広場縁日広場●
　ハーツはるえ店頭にて

●店舗委員さんによる

　15：00～店内にて

白玉団子の
ふるまい
白玉団子の
ふるまい

【日　時】　9/12（水）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（おやつ付）
【受　付】　8/20（月）10：00～

講師はいませんが、何かヒントがあるかも！

※画像はイメージです

【日　時】　9/19（水）10：00～12：00
【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】　500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、ハンドタオル
【受　付】　8/11（土・祝）10：00～

9月の塾は…「そば打ち達人」

男性だけでなく、
女性、ご夫婦での
参加もOK！

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

【日時・会場】　9/25（火） ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　9/26（水） ハーツ羽水 組合員集会室
　　　　　いずれも10：00～12：00
【定　員】　各15名（申込先着順）
【参加費】　各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）

めざせ！家計の達人3回連続講座

家計簿をつけて、家族の幸せな
プランを立てよう

1回目

2回目

3回目

家計の現状を把握しよう（10月）
わが家にぴったり！のお金の上手な
使い方を考えよう（11月）

特 典 3回連続参加された方には、
生協の家計簿をプレゼント！

私たち、まるたけ蒟蒻さんと土田鶏卵さんへ行ってきました！

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！

8・9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

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

身体にやさしいヨーガ教室
9/8（土）11：00～15：00　　　 大野きらめき（大野市天神町3番21号）日　時 会　場

•展示………………大野きらめき10年のあゆみ、ご利用者・園児の作品を展示
•ステージ企画…小学生によるダンス「studio SOUL」、吹奏楽演奏、
　　　　　　　　　  太鼓・三味線演奏、フラダンス、書道パフォーマンスなど

•コーナー企画…屋台（カキ氷、たこ焼き、焼きそばなど）、縁日コーナー、介護食・医療食の試食会など
•お楽しみ抽選会

内容

第1地区産直協議会

産直イベント情報局産直イベント情報局産直イベント情報局
お住まいの地域以外の交流会へのご参加もおまちしています!

消費生活の問題について、専門家や大学の先生などを講師に専門知識を学びます。講義だけでなく、グループワー
クや体験なども交えた連続講座です。商品やライフスタイルについての知識を広めましょう。

パソコン、スマホ、テレビ、新聞など私たちは毎日たくさんの広告に触れています。「あれ、本当かな？」と思ったこ
とはありませんか？事例を見ながら、広告を見る目を養いましょう。

（公社）ふくい・くらしの研究所

【日　時】　9/12～11/21（11/14以外）の毎週水曜日
　　　　　10：00～12：00（9/12と11/21は12：30まで） ※全10回の連続講座
【会　場】　AOSSA（福井市手寄1-4-1）　　　　　　　　　　　　　　　【対　象】　一般県民
【定　員】　20名（申込先着順） ※原則として全10回受講できる方　　【締　切】　9/10（月）

【日　時】　9/22（土）13：30～15：00　【会　場】　ユー・アイふくい 3F 映像ホール（福井市下六条町）
【対　象】　一般県民　　　　　　　　　【定　員】　50名（申込先着順）　　　【締　切】　9/21（金）

環境に優しい消費・食の選択・商品の安全・命を守る防災・
くらしと契約・キャッシュレス社会・情報とモラル・
持続可能な社会（SDGｓ）・消費者市民社会

これってホント？広告を見る目を養おう！

「くらしの基本セミナー」受講生募集！

「くらしの講座」受講者募集！

参加費
無料

参加費
無料

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。

9/18（火）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

テーマ

※8月はお休みです。

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

【日　時】　9/22（土）8：30～15：30
【集合場所】　①8：30 大野きらめき発
　　　　　②8：50 勝山きらめき発
　　　　　③9：40 ハーツはるえ発
【会　場】　越後農園（坂井市三国町）
【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　中学生以上 1,500円、
　　　　　4歳以上～小学生 1,000円、3歳以下 無料
【持ち物】　帽子、タオル、飲み物、軍手
【雨　天】　雨天中止（中止の場合は前日にご連絡いたします）　　【受　付】　8/20（月）10：00～

8：30
8：50
9：40

10：15～11：30
12：00～13：00

13：30～
14：30
15：10
15：30

①大野きらめき 発
②勝山きらめき 発
③ハーツはるえ 発
越後農園にて梨狩り交流
三国町海浜公園にて昼食
③ハーツはるえにてお買い物
ハーツはるえ 発（奥越から乗車の方のみ）
②勝山きらめき 着
①大野きらめき 着

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

坂井市三国町で梨
を生産しています。
丹精込めて育て、完
熟したものを収穫
し、その日の内に出
荷しています。

★生産者紹介★
「越後農園」

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

【日　時】　9/29（土）9：30～12：00
【集合場所】　9：30 ハーツはるえ発
【会　場】　フィールドワークス吉村農園（あわら市北潟）
【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　中学生以上 700円、
　　　　　4歳以上～小学生 500円、3歳以下 無料
【持ち物】　帽子、タオル、飲み物、軍手、長靴
【雨　天】　雨天中止（中止の場合は前日にご連絡いたします）
【受　付】　8/20（月）10：00～

北潟湖の近くで、とみつ金時の他にズッキーニ、干し大
根などを栽培しています。環境への負荷を減らすように
減農薬をめざしています。

★生産者紹介★
「フィールドワークス吉村農園」あわら市北潟富津

さつまいもの収穫予定。収穫した
さつまいもは各自お持ち帰り。

9：30
10：15

10：20～11：20

12：00

ハーツはるえ 発
フィールドワークス吉村農園 着
さつまいも収穫体験・施設見学と
生産者さんの取り組み紹介
ハーツはるえ 着

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

フィールドワークスさんのとみつ金時収穫交流会

雨天決行

大野きらめき秋祭り
つなごう、世代のたすき～感謝と挑戦～
大野きらめき秋祭り
つなごう、世代のたすき～感謝と挑戦～

10 
周
年

お申込み
お問い合わせ

テーマに関心のある福井県民の方対象。お申込みはお早めに！
電話・ＨＰからお申込みください （公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626

越後農園さんのなし狩り交流会

収穫体験後は、
海浜公園にて昼食

（事務局がハーツはるえの
お弁当をご用意します）

園内での梨の
試食は、食べ放題。
持ち帰り用の梨は、

その場で
計量し販売


	第1地区イベントチラシ8_9月_オモテのコピー
	第1地区イベントチラシ8_9月_ウラのコピー

