
ハーツはるえハーツはるえハーツ学園ハーツ学園

ハーツ羽水ハーツ羽水
備蓄品を日々の食卓に！

【日　時】  5/16（木）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】  700円
【持ち物】  エプロン、三角巾、手拭きタオル、
　　　　  タッパー（10×10×5cm位）
　　　　  ※当日作った生地はお持ち帰りします
【受　付】  4/22（月）
　　　　  10：00～

【日時・会場】　5/27（月）ハーツ学園 3F さくらルーム
　　　　　6/ 3（月）ハーツ羽水 組合員集会室
　　　　　いずれも10：00～12：30
【定　員】　各12名（申込先着順）　
【参加費】　各700円（コープ商品の
　　　　　ささやかなおみやげ付）
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル、筆記用具
【受　付】　4/13（土）9：30～

簡単にちぎりパンを作ろう！
パレットの会主催

【日　時】　5/17（金） 
              10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ 
　　　　　ひまわりルーム
【講　師】   城戸 圭子氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　300円
【持ち物】　汗拭きタオル、飲料
【受　付】　4/22（月）10：00～

ゆるほぐし体操
～体操の後は、みんなで

健康のお話しとティータイム～

パプリカの会主催

【日　時】　5/13（月）9：30～11：30
【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】　500円（生協のおやつ付）
【持ち物】　おてふき、スティックのり、はさみ、
　　　　　定規、筆記用具、洗濯ばさみ6個
【受　付】　4/13（土）9：30～

ナプキンドールとクラフトの手まり作り
すいせんの会主催

【日　時】　5/15（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】　100円（お茶菓子付）
【持ち物】　筆記用具、実施中のコンポストを箱ごと、
　　　　　または中身を少しお持ちください
                 ※材料をご希望の方は申し込み時にお伝えください

【受　付】　受付中

ダンボールコンポスト
質問会&座談会

ぐるぐるの会主催

なのはな会主催

ハーバリウムを
作ってみましょう

申込時にお好みの色を
指定してください
① ピンク系
② イエロー・オレンジ系
③ グリーン系
④ ブルー系

【日時・会場】　5/29（水）
　　　　　ハーツ学園 3F さくらルーム
　　　　　6/12（水） 
　　　　　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
　　　　　いずれも10：00～12：00
【講　師】   アトリエ リーブル 塚田 貴予氏
【定　員】　各8名（申込先着順）　
【参加費】　各1,200円（手作りスイーツ付）
【受　付】　4/13（土）9：30～

フィオーレの会主催

レストラン等での消耗品の紙ナプキンを使ってかわいい額を
作って飾りませんか？クラフトテープを使った手まりも作ります。

食べられる野草の見分け方や調理法なども教わりましょう。

【日　時】　4/16（火）10：30～12：00頃　※小雨決行
【集合場所】　ハーツ学園入り口付近（歩いて足羽河原へ行きます）
【講　師】　斎藤 寿子氏　【定　員】　15名（申込先着順）　
【参加費】　100円
【持ち物】　帽子、筆記用具、水筒、ビニール袋、
　　　　　動きやすい服装と歩きやすい靴
【受　付】　受付中

足羽河原散策&野草観察
ぐるぐるの会主催

「エンディングノート」とは、今までの自
分を振り返り必要な準備をするための
「ノート」です。私の生きた道、これから
の生きる道を整理しましょう。

こわばっている体をほぐしてみませんか。

生地は作り置き出来るので、いつ
でも焼き立てを楽しめます。

いつ震災がおこっても慌てないように
備蓄品を上手に使いながら買い足して
いく（ローリングストック）知恵を情報交
換しましょう。なのはな会おすすめの簡
単調理もあります。

【日　時】　5/27（月）13：30～15：00 
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　LPA(ライフプランアドバイザー）の会
【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　
【受　付】　4/22（月）10：00～

これからの生き方を考える
エンディングノート

ドレミの会主催

ぼたんの花の咲く頃、おいしい手作りぼた餅
をつくりましょう。あんこ作りからします！

【日　時】　5/30（木）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、ハンドタオル
【受　付】　5/11（土）
　　　　　10：00～

三色ぼた餅を作ろう!!
窓の会主催

※画像はイメージです

※画像はイメージです

※画像はイメージです

参加者の方の質問にお答えします
やって良かったことや失敗談など

おしゃべりしましょう

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！

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

4・5・6月

メニュー（予定）
・あんこ
・きなこ
・ごま
・お吸い物付き



※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

4/16（火）・5/21（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

身体にやさしいヨーガ教室

参加費

日　時

日　時

会　場

定　員 参加費

持ち物 受　付

会　場

講　師

定　員

持ち物

受　付

美姿勢×シェイプアップ教室

5/23（木） 13：30～14：45
大野きらめき 2F 多目的集会室

笠松 結香氏（からだバランスインストラクター）

15名（申込先着順）　　　　　300円

バスタオルまたはヨガマット、水分、
フェイスタオル、動きやすい服装で

4/22(月）10：00～

参加費

日　時

会　場

講　師

定　員

持ち物

受　付

お1人での
参加はもちろん、

お友だち同士、親子での
参加もＯＫです！

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!

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

あさひ愛農園さんの「大豆のスイーツ作り」

5/25（土）10：00～12：00

お子さまお1人につき300円（要予約・申込先着順・１歳以上）託　児

ドレミの会主催

きらめきファームの会主催

グランドゴルフをしましょう！
4/22（月）10：00～11：30日　時

日　時

余熱館ささおか（あわら市笹岡32-88-3）会　場

10名（申込先着順）　定　員

帽子、タオル、手袋、動きやすい服装で！(※クラブはこちらで準備します)

受　付 4/8（月）10：00～

持ち物

200円参加費

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

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？～

今、病気になったら…入院したらいくらかかるの？自分の医療保険ってどう
なっているの？耳なれない言葉も出てきますが、むずかしくはありません。医療
保障を見直す時にきっと役に立ちますよ！この機会にいっしょに考えましょう。

これからの畑シーズンにむけて体幹を鍛えて、
首こり、肩こり、腰痛とはおさらば！疲れに負け
ない体作りを始めてみませんか？

5/27（月）10：00～11：30 

ハーツはるえ ひまわりルーム会　場 15名定　員

筆記用具、電卓持ち物200円（資料・茶菓子代）参加費

・公的な医療保険と民間の医療保険の違い
・高額療養費って何？
・実際に入院したらいくらかかるの？
・医療保険はどう選んだらいいの？
・今加入している医療保険、
  これでいいのかな？

内 　容

などなど…

ハーツはるえ ひまわりルーム

20セット分（申込先着順）　 1セット 1,500円

エプロン、三角巾、手拭きタオル 4/13（土）10：00～

笑って和んでみんなつながるこの瞬間笑って和んでみんなつながるこの瞬間

坂井
きらめききらり祭坂井
きらめききらり祭第9回

6/8（土） 10：30～15：30（雨天決行）日　時

会　場 坂井きらめき（坂井市坂井町大味56号）
ステージボランティアによる発表、
ふるまい（内容未定）、
ぜんざい・焼きおにぎり・から揚げなどの露店、
抽選会など
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内容

5/18（土） 10：00～14：00（雨天決行）日　時

会　場 勝山きらめき（勝山市元町2丁目5-12）

 
地区の園児、学生、ボランティアの発表

 
地区のそば愛好会、壮年会による蕎麦、ハーツ惣菜、
クレープ、福祉委員さんによる炊き込みご飯の販売など

 
縁日、フリーマーケット、介護相談、介護・医療食紹介など

勝山
きらめき五月祭勝山
きらめき五月祭

内容

昨年の様子

ステージ企画

コーナー企画

模擬店

昨年の様子

メニュー（予定）

・モンブラン
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