
ハーツ羽水ハーツ羽水ハーツはるえハーツはるえ

ハーツ学園ハーツ学園 ハーツ志比口ハーツ志比口

ドレミの会主催

毛糸で作るクリスマスリース
【日　時】　12/3（月）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】　300円
【持ち物】　かぎ針（6～8号）、
　　　　　裁縫道具
【受　付】　11/17（月）10：00～

パレットの会主催 くれよんの会主催

お麩でボリュームアップ！ヘルシーランチ
【日　時】　12/11（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】　11/17（土）10：00～

【日　時】　12/16（日）10：00～12：00
【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
【参加費】　1,000円
【持ち物】　はさみ、ティッシュ
【受　付】　11/17（土）10：00～

かわいい飾り切りにチャレンジ！
なのはなの会主催

【日　時】　12/2（日）

【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　各16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、筆記用具
【受　付】　11/17（土）9：30～

クラフトテープで椿の
しめ縄リース作りましょ♪

すいせんの会主催

【日　時】　12/10（月）9：30～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　700円（おやつ付）
【持ち物】　はさみ、洗濯ばさみ10個、目打ち、おしぼり
【受　付】　11/17（土）9：30～

しっかり食べて美しく
食育の会主催

【日　時】　12/6（木）10：00～12：30
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【講　師】　料理アドバイザー 清水 知美氏
【対　象】　食育に関心のある組合員
【定　員】　20名(申込先着順)　【参加費】　500円
【持ち物】　筆記用具、エプロン、
　　　　　三角巾、手拭きタオル
【託　児】　要予約（申込先着順、お1人につき300円、1歳以上）

お麩って栄養満点なんだって！

美
肌
効
果
も

あ
る
ん
だ
っ
て
！

メニュー（予定）
・車麩のミラノ風カツレツ
・麩チャンプル
・お麩でバナナブレッド
・角麩の肉巻きなど

かまぼこやりんご、ウインナーなどのかわいい飾り切りをします。変わりおにぎり
も作ります。梨ジャムのお土産つき。

食材の栄養などを知り、正しい調理方法や、調味料の見極め、食材選びなどの知
識を高めます。しっかり食べることで内面から美しくなりましょう。発酵食品をふ
んだんに使った簡単料理・試食あります。

①10：00～12：30 ②14：00～16：30

ポーセラーツをしましょう！
ぐるぐるの会主催

【日　時】　12/5（水） 10：00～12：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　600円
【持ち物】　エプロン、筆記用具
【受　付】　受付中

※写真はイメージです ※写真はイメージです

※写真はイメージです

申し込み時に、
マグカップかお皿か
お知らせください

善玉菌を増やそう！！
発酵食カフェ[スイーツ編]
～内側からキレイに！～

メニュー（予定）
・きな粉トリュフ
・米粉のブラウニー
・レアチーズ風ムース

白砂糖、卵
乳製品、小麦粉を
使わない
メニューです

食育に関心のある
組合員さん

お待ちしております

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！

11・12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

配偶者控除の改正や、社会保険加入条件などから、女性がこれ
からどう働くのか？将来を見極めた女性の働き方を考えません
か？世帯で手取り収入の変化などシミュレーションもします。

くらしの見直し講演会 ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会

女性のライフプラン
～働き方でこんなに違う～

知っておきたい医療保障
～もう迷わない！

本当に必要な医療保障って～

参加費
無料

11/17（土）10：00～14：00
宝永きらめき デイサービスフロア、組合員集会室

日　時

会　場

•ステージ………………地域のボランティアさんや職員の発表、利用者さんの作品展
•模擬店…………………
•コーナー企画…………

•抽選会

内容

雨天決行

宝永きらめき祭～つなごう!! 手と手～宝永きらめき祭～つなごう!! 手と手～

主催／第1地区産
直協議会

主催／第1地区産
直協議会 はまな味噌企画はまな味噌企画はまな味噌企画はまな味噌企画

あさひ愛農園 寺坂氏
各回20名（申込先着順）　　　　　1,000円
エプロン、三角巾、タオル
11/17（土）10：00～

講　師

定　員

持ち物

受　付

参加費

日時･会場

福　井

奥　越

坂　井

①はまな味噌作りの体験。
②麹や酵素の働きの学習。
③お米の試食。

内 

容

宝永きらめき駄菓子屋さん、ハーツのお惣菜、きらめきカレー、ハーツ志比口ベーカリーなど

介護食・医療食の試食会、コープの宅配・フードドライブ・「エシカル商品」の紹介、小物カゴ
作り、利用者さんの作品販売、足湯と足つぼマッサージ、宝永地区の「いいね!!」、インスタ
映えブース

12/4（火）10：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
8名（申込先着順）　　　　　500円
エプロン、三角巾、手拭きタオル
11月17日（土）10：00～

きらめきファームの会主催

メニュー（予定）
・大根と豚肉のコチュジャン炒め
・れんこんシュウマイ
・塩麹でさつま芋ご飯
・黒ゴマ豆腐でパウンドケーキなど

根野菜を使った料理教室

きらめきの畑で

育った大根、さつまい
もも

使います！

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!

身体にやさしいヨーガ教室
11/20（火）・12/18（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

参加費

持ち物

受　付

日　時

会　場

定　員

持ち物

受　付

パーティ料理をつくりましょう！

12/10（月）13：30～16：00
結とぴあ 2F 調理室
福井食育リーダー兼管理栄養士 野路 直美氏
16名（申込先着順）　　　　　500円
エプロン、三角巾、
手拭きタオル、筆記用具
11/17（土）10：00～

講　師

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

【日　時】　12/13（木）10：00～11：30
　　　　　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　200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）

【日　時】　12/8（土）13：30～15：00（開場13：00）
【会　場】　サンドーム福井 管理会議棟103研修室
　　　　　（越前市瓜生町5-1-1）
【講　師】　CFP®・社会労務士 井戸 美枝氏
【定　員】　80人（申込先着順）
【託　児】　お子様1人につき300円
　　　　　(要予約・申込先着順、未就学児)

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

男のシニア達人塾

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。

12月の塾は…「健康マージャン達人」
【日　時】　12/8（土）9：30～12：00
【会　場】　福井県社会福祉センター 3Ｆ 老人集会室
　　　　　（福井市光陽2丁目3－22）
【講　師】　福井いきいき健康麻雀の会（なごみ会）
【対　象】　20歳以上の方　【定　員】　32名（申込先着順）
【参加費】　無料　【受　付】　11/10（土）～

男性だけでなく、

女性、ご夫婦での
参加もOK

賭けない 吸わない 飲まない
「３ない」で認知症予防にも有効な健康マージャンを楽しみます。
基本的なルールをご存知の方の参加でお願いいたします。

の

大野コープの会主催

クリスマスに向けて華やかなお料理を作りましょう！

生協のお花を飾って新年を迎えましょう！

12/29（土）10：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
森永 美由紀氏
12名（申込先着順）
1,800円
花切りばさみ、新聞紙、持ち帰りの袋
12/1（土）10：00～

大野コープの会主催

生協の迎春花にプラスアルファ、飾り、花器も付いて
豪華なお花でお正月を迎えましょう。

前回の作品

日　時

会　場

定　員

持ち物

受　付

参加費

日　時

会　場

講　師

定　員

参加費

持ち物

受　付

入院したら
いくらかかる？
医療保険は
どう選ぶ？

①10：30～11：30…………大野きらめき 2F 多目的集会室

①9：30～11：00 
②11：00～12：30

12/1（土）

12/8（土）
12/2（日）①9：30～11：00

②11：00～12：30

……ハーツ志比口 2Ｆ しいの樹ルーム

］
］

……ハーツはるえ ひまわりルーム

2018年度下期
「男のシニア達人塾」

参加者募集

2018年度下期
「男のシニア達人塾」

参加者募集
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