
前回大人気だった調理帽子作り！またやってほしい！との
組合員さんのリクエストにお応えして再び開催します♬

【日　時】　7/5（金）13：30～15：30
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　100円
【持ち物】　裁縫道具、
　　　　　日本手ぬぐいまたはバンダナ
【受　付】　6/15（土）9：30～

リクエストにお応えして！！
調理帽子を作りましょう！

福井コープの会主催

ハーツ学園ハーツ学園

国産小麦を使った素麺を作っている「（株）坂利製麺所」さんを
お招きして、商品のこだわりや美味しい食べ方を教わります。

夏だ！素麺だ！
そうめん学習会

福井宅配委員会主催

ハーツ志比口ハーツ志比口

鍋敷きとして！インテリアとして！楽しく作りましょう！

【日　時】　6/23（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（申込先着順）　
【参加費】　1,500円
【持ち物】　ウエットティッシュ、
　　　　　ティッシュ
【受　付】　受付中

タイルで作る鍋敷き
くれよんの会主催

宅配委員さんがおすすめする朝ご飯
メニューの試食会です。10：30に来て
くださいね♪♪
※料理教室ではありません

【日　時】　7/2（火）10：30～11：30
【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】　200円
【受　付】　6/15（土）10：00～

一日のスタートは朝ご飯から！
坂井宅配委員さんが
おすすめする試食会

坂井宅配委員会主催

ハーツはるえハーツはるえ

メニュー（予定）
・炊飯器で鮭ピラフ ・一口高野の含め煮
・味噌玉de味噌汁 ・太もずく酢
・大山乳業の試飲 ・生協こだわりのフルーツ など

メニュー（予定）
・みょうがの葉→ふやき　　・ほおの葉→ほおばめし
・あぶらぎり葉→葉ずし　　・土用餅　→安倍川餅 など

※画像はイメージです

【日　時】　6/19（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【講　師】　（株）坂利製麺所 坂口 勝志氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　300円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル、筆記用具
【受　付】　受付中

マレーシア料理、ロティチャナイを味わいマレーシアの環境
問題への取組みについても知りましょう！

【国際交流】
ロティチャナイ―マレーシアの
パンの一種を、作ってみませんか

チェリーの会主催

【日　時】　7/12（金）10：00～12：30
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【講　師】　マレーシア料理ラサ・サヤン 店主 チン氏
【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、筆記用具
【受　付】　6/15（土）9：30～

みょうがの葉・ほおの葉・あぶらぎり葉などでご飯を包み
ます。季節の懐かしい料理をみなさんで楽しみませんか?

葉っぱを楽しむ伝承料理
なのはな会主催

【日　時】　7/14（日）10：00～12：30
【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】　中学生以上   500円
　　　　　5歳～小学生 250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、筆記用具
【受　付】　6/15（土）9：30～

ペンギンか猫のどちらかの小物入れを親子で1つ作ります。
お子さまにはプラ板キーホルダーも作っていただきます。

クラフトの小物入れ作り
すいせんの会主催

パパッとCOOK
もするよ！

素麺の
お土産付

生協の
おやつ付

親子で

※画像はイメージです

手軽で
栄養満点

音楽に乗ってフォークダンスやラジオ体操を行います！

【日　時】　7/11（木）10：00～11：30
【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】　200円
【持ち物】　汗拭きタオル、飲み物
【受　付】　6/15（土）10：00～

音楽とともに爽やかな汗を
ながしませんか♬

窓の会主催

【日　時】　7/22（月）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　親子15組（申込先着順）　
【参加費】　親子1組 300円
　　　　　（お子さま1人追加につき、別途100円）
【持ち物】　洗濯ばさみ15個程度、はさみ
【受　付】　6/15（土）9：30～

お子さまの
参加もお待ち
しています♥

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！

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

6・7・8月



※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

身体にやさしいヨーガ教室

7/23（火） ①10：00～12：00
　　　　　　　②13：30～15：30
福井県中小企業産業大学校 2F 第2中教室
NPO法人 エコプランふくい
500㎖ペットボトル１本
（直径6cm丸型）、
はさみ、カッター、定規、筆記用具

講　師

会　場

日　時

持ち物

6/18（火）・7/30（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

講　師

会　場日　時

持ち物 受　付

定　員 参加費

美姿勢×シェイプアップ講座

7/6（土）13：30～15：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
笠松 結香氏
15名（申込先着順）　　　　　300円
汗拭きタオル（長めのもの）、飲み物、
バスタオルあればヨガマット
受付中

講　師

会　場

日　時

持ち物

受　付

参加費定　員

ペットボトルエコライトを
作ろう！

大野コープの会主催

美しいスタイルは姿勢から！体幹や各部位のトレーニン
グをミックスしたオリジナルの内容です。楽しくレッスン
しましょう♪

周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだす！
自分だけのオリジナルペットボトルエコライトを作ろう！

7/30（火） ①10：00～12：00
　　　　　　　②13：30～15：30
AOSSA 6F 調理実習室
料理アドバイザー
清水 知美氏
エプロン、筆記用具

講　師

会　場

日　時

持ち物

フルーツジャムのひみつを
探ろう！

ジャムは、古くからある作物の保存方法のひとつ。ジャ
ム作りを通して、食品表示の見かたを学ぼう！

※できる限り公共交通機関をご利用ください

※調理実習ではありません。ジャムの試食は一口程度です

女性のためのやさしい年金講座
～今の生き方・働き方を考えるヒント！～

【日時・会場】　6/24（月） ハーツ学園 3F さくらルーム
　　　　　6/25（火） ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　いずれも10：00～12：00
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　200円（資料・茶菓子代）　【持ち物】　電卓、筆記用具
【託　児】　お子さま1人につき300円
　　　　　（要予約・申込先着順・1歳以上）

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

女性の年金は就職・結婚・出産など、人生のイベントにより、複雑
になりがちです。基本的な仕組みや、制度についてＬＰＡがやさ
しくお伝えします。

がんばりすぎずに
しれっと認知症介護

【日　時】　6/26（水）10：00～12：00
【会　場】　県民せいきょう 本部センター
　　　　　（福井市開発5丁目1603番地）
【講　師】　工藤 広伸氏（介護作家）
【定　員】　100名（申込先着順）
【参加費】　無料
【託　児】　お子さま1人につき300円
　　　　　（要予約・申込先着順・未就学児）

くらしの見直し講演会 ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会主催・スキルアップ講座

認知症の症状をまるごと受け止めつつ
「ムリをせず、ラクする介護」を提案され
ている工藤さんに、家族ならではの目線
で認知症についてお話いただきます。

・年金制度の仕組み ・3号制度～パートの働き方～
・学生納付特例・免除 ・夫婦の年金のスタイル
・老後の年金　・遺族年金 ・わたしの年金

内 

容

夏休み 親子講座

お申込み・お問い合わせ
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

☎0776-52-06268/7（水） ①10：00～12：00
　　　　　　②13：30～15：30
AOSSA 7F 706・707号室
ライフプランアドバイザー（LPA）の会
筆記用具

講　師

会　場

日　時

持ち物

小学生とその保護者
各企画 親子15組（申込先着順）
無料
定員になり次第締め切り

定　員

対　象

参加費

締　切

行列のできるレストラン
～レストランのオーナーを体験し、

お金の仕組みを知ろう～
グループで食品サンプルを使って、こだ
わりのランチプレートを作ろう！仕入
れる、売るということを通して、利益や
仕事について楽しく学ぼう。

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。

いずれも

今日は君がオーナーシェフ！

小学3年生
以上

対　象

人気講座です！お申込みはお早めに！

自由研究に！

子どもたち集まれ～！
夏野菜の収穫&カレー作り
7/30（火）9：30～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
10名（申込先着順）
1人につき300円
エプロン、三角巾、
帽子、タオル
7/1（月）10：00～

会　場

日　時

持ち物

受　付

参加費

定　員

きらめきファームの会主催

低学年の人は、
お家の方と

参加してくださいね！

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、「シニア達人塾」を開催しています。

カメラの基本的な使い方から、人物のイキイキした表情、風景の上手な撮り方、構図などを学びます。

生協ボランティアセンター主催

【日　時】　7/20（土）10：00～12：30　　　　【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【講　師】　達川 要二氏（トライ・ドゥ・カメラ）　　【対　象】　20歳以上の方　　【定　員】　25名（申込先着順）　　【参加費】　500円　
【持ち物】　ご自分の一眼レフデジカメ（コンパクトも可）、メモリーカード　　　　【受　付】　6/17（月）～

第1回「カメラ達人」

男性だけでなく、
女性、ご夫婦での
参加もOK！男のシニア達人塾

講座終了後、生協の
ボランティア活動について
ご紹介をさせていただきます。

終活 何でも相談会

【日時・会場】　7/10（水） ハーツ学園 3F さくらルーム
　　　　　7/21（日） ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
　　　　　いずれも ①9：30～10：30 ②10：30～11：30 ③11：30～12：30
【定　員】　各時間帯 2組（申込先着順）　　【参加費】　無料　　【持ち物】　筆記用具　　【受　付】　受付中

生協葬祭みれい主催

葬儀・法要・仏壇・墓石・相続など、わからないことや心配なことはありませんか?個別でご相談を承ります。お気軽にお申込みください。

事前に相談内容を
お知らせください。
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