
ハーツはるえハーツはるえ ハーツ羽水ハーツ羽水

どのようにお豆腐が作られるかを、さとの雪食品
（株）さんにお聞きして、凝固剤とにがりの違いを
実験します。お豆腐を使ったミニランチをみんな
で作っていただきます。

【日　時】　8/1（木）10：00～12：30
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【講　師】　さとの雪食品（株） 前田氏
【定　員】　親子15組（申込先着順）　
【参加費】　1組 500円
　　　　　（お子さま2人目から別途200円追加）
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具
【受　付】　7/13（土）9：30～

親子お豆腐学習会
学園店舗委員会主催

ハーツ学園ハーツ学園

【日　時】　7/16（火）13：30～15：00
【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】　500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル
【受　付】　受付中

ます寿司作り
坂井コープの会主催

【日　時】　7/29（月）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　親子6組（申込先着順）　
【参加費】　1組 500円
　　　　　（お子さま2人目から別途200円追加）
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】　7/13（土）10：00～

親子料理教室
～ぎょうざを作りましょう！～

ドレミの会主催

オタフクソース（株）さんに広島お好み焼きを教えてもらおう！

【日　時】　8/5（月）①10：00～12：00 ②13：00～15：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　オタフクソース（株）さん
【定　員】　親子 ①6組 ②7組（いずれも申込先着順）　
【参加費】　いずれも 1組 500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】　7/13（土）10：00～

親子お好み焼き教室
はるえ店舗委員会主催

パパッとCOOKをみんなで作ります。その他は
フィオーレの会のスタッフが準備します。

【日　時】　8/28（水）10：30～13：00
【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】　900円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】　7/13（土）9：30～

コープファミリーの商品で
おすすめランチしましょ♪

フィオーレの会主催

マヨネーズを手作りし、サンドウィッチを作って簡
単ランチを食べましょう！

【日　時】　7/23（火）10：00～13：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　親子12組（申込先着順）　
【参加費】　1組 500円
　　　　　（お子さま2人目から別途100円追加）
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル、
　　　　　筆記用具、カメラ
【受　付】　受付中

夏休み親子企画
マヨネーズの不思議！
何でできているのかな?

羽水店舗委員会主催

エコ・ナプキンとは草木染めした布製の手作り生
理（尿モレ）用ナプキンのこと。ナプキンは繰り返
し何度も使え、環境にも優しく手作りの良さがあ
ります。Sサイズを染めます。

【日　時】　7/31（水）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　15名（申込先着順）　
【参加費】　500円（Sサイズ1枚付）
【持ち物】　筆記用具
【受　付】　受付中

ビワの葉染めで
エコ・ナプキンを作ろう！

ぐるぐるの会主催

【日　時】　8/21（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【講　師】　松原 博子氏
【定　員】　24名（申込先着順）　
【参加費】　1人 500円、小学生以下 300円
　　　　　（小学生のみの参加は不可）
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル、
　　　　　筆記用具
【受　付】　7/13（土）9：30～

親子で甘酒の魅力を
味わいませんか!?

ぐるぐるの会主催

アロ～ハ！楽しく踊りましょう♪♪

【日　時】　8/3（土）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　酒井 久仁江氏
　　　　　（Kunie Kahea O Na Lani Hula Studio）
【定　員】　15名（申込先着順）　 【参加費】　300円
【持ち物】　飲み物、タオル、運動しやすい服装で！
【受　付】　7/13（土）10：00～

フラダンスをしましょう！
くれよんの会主催

おひとり様でも
大歓迎☆

持ち物はいりません。見本を参考に作りましょう♪ちぎり絵が終わっ
たら飲み物とおやつがありますよ。

【日　時】　7/26（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　山田 喜代子氏
【定　員】　親子6組（申込先着順）
【参加費】　1人 200円（小学生・幼児 100円）
【受　付】　受付中

親子で作るちぎり絵
パプリカの会主催

※新聞紙で作ります

大人の
おひとり様でも
OKです♪

小学生の
夏休み

自由研究に！

ゼリーも
作るよ！

初めての人も
ぜひどうぞ！

（株）鎌倉ハムさんによるウインナーの話
とソーセージ作りです。

【日　時】　8/2（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　（株）鎌倉ハムさん
【定　員】　20名（申込先着順）　【参加費】　1人 300円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具
【受　付】　7/13（土）10：00～

親子でウインナーのヒミツを探ろう！
坂井宅配委員会主催

作った
ソーセージは

コモのクロワッサンに
はさんで食べます

追加購入
できます

スイーツ
2種付

ハーバリウムを
楽しもう

【日　時】　8/27（火）9：30～13：00
【会　場】　三国コミュニティセンター
　　　　　（坂井市三国町神明1丁目4-20）
【講　師】　アトリエ・リーブル 塚田 貴予氏
　　　　　（日本ハーバリウム協会認定講師）
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　1,200円（手作りスイーツ付）
【持ち物】　汚れてもいいエプロン
【受　付】　7/13（土）10：00～

あじさいの会主催

お申込み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

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

7・8・9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

主催／第1地区産
直協議会

主催／第1地区産
直協議会

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!

藤田ファームさんのトマト収穫体験とトマトランチ♪
【日　時】　7/27（土）9：30～12：00
【会　場】　収穫体験…藤田ファーム（福井市）　トマトランチ…ハーツ学園 3F さくらルーム
【集合場所】　9：30 ハーツ学園 正面入り口前　　【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　中学生以上 1,000円、4歳～小学生 500円、3歳以下 無料（昼食代含む）
【持ち物】　飲み物、タオル、帽子、動きやすい服装、軍手、はさみ
【受　付】　7/13（土）9：30～

  9：30

10：00～10：50

11：20～12：00

ハーツ学園 発
藤田ファームで
トマト収穫体験

トマトランチ

スケジュール

アクトさんの

ブルーベリー摘み取り体験交流会
【日　時】　8/1（木）9：00～12：00
【会　場】　アクト商会（あわら市）
【集合場所】　①9：00 ハーツ志比口 発
　　　　　②9：30 ハーツはるえ 発
【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　中学生以上 1,300円、
　　　　　4歳～小学生 700円、
　　　　　3歳以下 無料
【持ち物】　飲み物、タオル、帽子、
　　　　　動きやすい服装
【雨　天】　8/2（金）に順延
【受　付】　7/13（土）9：30～

スケジュール
  9：00   ①ハーツ志比口 発
  9：30   ②ハーツはるえ 発
10：00
　〜　   ブルーベリー摘み取り
10：40 
11：30   ②ハーツはるえ 着（予定）
12：00   ①ハーツ志比口 着（予定）

産直商品を使って
親子で楽しくおやつ作り♪
【日　時】　8/7 （水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ
【講　師】　坂井産直委員さん
【定　員】　親子12組（申込先着順）
【参加費】　1組 500円
　　　　　（お子さまが複数でも同額ですが、量は1組分になります）
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】　7/13（土）9：30～

奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内

相続学習会～かしこい生前整理の仕方～

相続で困らないために
【日時・会場】　8/11（日・祝） ハーツ学園 3F さくらルーム
　　　　　8/23（金） ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　いずれも10：00～11：30
【講　師】　青木 克博氏
　　　　　（相続手続支援センター福井 センター長、
　　　　　 青木行政書士事務所 代表）
【定　員】　20名
【参加費】　無料
【持ち物】　筆記用具

生協葬祭みれい

あなたの食生活大丈夫?
チェックで食事を見直そう

【日　時】　7/25（木）10：00～12：30
【会　場】　県民せいきょう 本部センター 会議室（福井市開発5丁目1603番地）
【講　師】　東京大学 教授 佐々木 敏氏
【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）

スキルアップ講座

BDHQに取り組んでもらい、結果を使ってあなたの食習慣からの健康
づくりを提案します。事前に食習慣の質問票に回答していただきます（詳
細は後日ご案内します）。

レジ打ち体験や店内放送、商品の陳列や試食販売など楽しい体験が盛りだくさん！！

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 300円
エプロン、三角巾、
タオル、帽子
受付中

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！

身体にやさしい
ヨーガ教室
7/30（火）・8/20（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

会　場

講　師

日　時

持ち物

受　付

参加費

定　員

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。

認知症に対する基礎知識と対応についての学習、脳活体操（コグニサ
イズ）で健康維持をめざしましょう。

生協ボランティアセンター主催

【日　時】　8/22（木）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【講　師】　県民せいきょう 羽水きらめき
【対　象】　20歳以上の方　　【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　500円　　【持ち物】　タオル、簡単な体操ができる服装
【受　付】　7/15（月・祝）～

第2回「健康達人」

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。

夏休みだ！
夏野菜でピザを作ろう！

8/5（月）
13：00～16：00
結とぴあ 2F 調理室
（大野市天神町1番19号）
吉田 守江氏
12名（申込先着順）
1人 300円
エプロン、三角巾、手拭きタオル
受付中

講　師

会　場

日　時

持ち物

受　付

参加費

定　員

大野コープの会主催

要予約

親子参加
大歓迎

※お子さまのみの参加でもＯＫです。受付は保護者同伴でお願いします。
※保護者の方は店内でお子さまの体験を見学できます（一部見学不可）。
※お申込み人数が少ない場合には開催しないことがあります。ご了承ください。
※当日は、体験風景の写真を撮影させていただきます。県民せいきょうが管理
　するホームページや紙面媒体、SNS（Facebook、インスタグラム）アカウント
　などの広報物やハーツ店内で紹介、掲載させていただく場合がございます。

13：00～15：30（12：30～受付開始）
小学3年生～6年生　　　　　 各12名（申込先着順）
500円（お給料として500円分のハーツのお買物券をお渡しいたします）
筆記用具、動きやすい服装と靴（サンダル不可）、健康チェック表 
※事前に健康チェック表をお送りいたします。ご記入し当日お持ちください。

受付中　　　　　　　　　　  各開催日の7日前まで

対　象

時　間

受　付 締　切

持ち物

参加費

定　員

おしごとキッズおしごとキッズ
～君もハーツの店員さんになってみよう！～

8/3（土）
ハーツ志比口

8/4（日）
ハーツ学園

8/5（月）
ハーツ羽水

8/11（日・祝）
ハーツはるえ

日程
・
会場

2019

専門家や大学の先生などを講師に、くらしの中での大切なことを学びます。
講義だけでなく、グループワークなども交えた10回の連続講座です。
この機会に、商品やライフスタイルについての知識を広めましょう！

【日　程】　9/3～11/12（10/29以外）の毎週火曜日　【時　間】　10：00～12：00（9/3と11/12は12：30まで）
【会　場】　AOSSA 6・7F（福井市手寄1-4-1）　　　【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】　8/30（金）

「くらしの基本セミナー（全10回）」受講生募集！
～私の選択とこれからのくらし～

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。

食の安全とリスク・薬と健康・情報とモラル・非常食の知恵
消費者トラブル・キャッシュレス決済・エシカル消費
持続可能な社会（SDGs）・消費者市民社会 など

テ
ー
マ

お申込み
お問い合わせ

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

（公社）ふくい・くらしの研究所

参加費
無料

※昨年の様子

小学生

集まれ！！

その他のエリア・詳細
Wｅｂ申込みはこちらから

メニュー（予定）
・トマトカレー
・サラダ
・デザート

メニュー（予定）
・バナナを使ったブルーベリーアイス  ・フルーツポンチ
・イチゴジャムのロールサンド　  ・ハッシュドポテト  

お持ち帰り希望の方には
当日量り売りにて販売します
（100ｇ分は無料！）

夏休みに
親子での参加に
おすすめ！！

時間内は
食べ放題！
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