
ハーツはるえハーツはるえ あじさいの会主催

ハーツ志比口夏祭り
志比口店舗委員会主催

ハーツ志比口ハーツ志比口

【日　時】　8/25（日）
　　　　　10：00～15：00
【会　場】　ハーツ志比口

ハーツ学園ハーツ学園

ヤクルトのお腹元気講座
親子で遊ぼう！

チェリーの会主催

【日　時】　8/23（金）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【対　象】　幼児・小学生のお子さまと
　　　　　保護者
【定　員】　15組（申込先着順）
【参加費】　1人 100円
【受　付】　受付中

お腹の健康について親子で考えてみよう。
紙芝居をみたり、お腹元気体操をしたりし
ます。ヤクルトのお土産、コープ商品の試
食付きです。

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

【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】　受付中

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。

ハロウィンの
トールペイントを

楽しもう

すいせんの会主催

【日　時】　9/20（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【講　師】　清水 麻里子氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　1,200円（おやつ付）
【持ち物】　汚れてもいい
　　　　　エプロン
【受　付】　8/10（土）
　　　　　9：30～

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】　受付中

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

あじさいの会主催

カラフル
おはぎを作ろう

～秋Ver～

【日　時】　9/17（火）10：30～12：30
【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】　ろじあるしょう天ん
　　　　　吉川 雅美氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　800円
【持ち物】　エプロン、
　　　　　三角巾、
　　　　　手拭きタオル
【受　付】　8/10（土）10：00～

簡単！かわいい！
アップリケをつけましょう！

ドレミの会主催

【日　時】　9/30（月）10：00～12：00
【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】　300円
【持ち物】　裁縫道具（刺繍針）
　　　　　※布と糸は
　　　　　　準備します
【受　付】　9/2（月）10：00～

ワンポイントになるアップリケを手作りしてみません
か?あなた好みで、いろいろな使い方ができますよ！

※画像は
　イメージです

※画像はイメージです

蓮如上人が著した御文章
書いて味わってみませんか?

くれよんの会主催

【日　時】　9/28（土）10：00～11：00
【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】　100円
【持ち物】　書道道具または筆ペン
【受　付】　9/2（月）10：00～

※前回の様子

ハーツ羽水ハーツ羽水

親子で甘酒の魅力を
味わいませんか!?

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
　　　　　（発酵食エキスパート1級）
【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、手拭きタオル、
　　　　　筆記用具

発酵食カフェ ～簡単お惣菜編～
ぐるぐるの会主催

【日　時】　9/18（水）10：00～12：30
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【講　師】　松原 博子氏
　　　　　（発酵食エキスパート1級）
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　600円
【持ち物】　エプロン、手拭きタオル、筆記用具
【受　付】　受付中

おひとり様でも大歓迎☆

手軽に簡単！日常に発酵食を取り入れてみましょう。

メニュー（予定）
・秋川鶏のタンドリーチキン
・かぼちゃとほうれん草の皮なしキッシュ
・麹ピクルス  ・発酵玄米  ・味噌汁

1人 100円1人 100円

もち麦を使った
ヘルシーランチ

パレットの会主催

【日　時】　9/19（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
【受　付】　8/26（月）10：00～

メニュー（予定）
・もち麦ごはんで悪魔のおにぎり　・スープ
・もち麦入りハンバーグと和風つくね　・サラダ など

スープ、サラダにももち麦を使います

ハーツはるえ夏祭り
【日　時】　8/25（日）9：30～
【会　場】　ハーツはるえ 店頭

※タイムスケジュールなどは、店内の掲示をご覧ください。
　イベント内容は変更の場合もあります

おはぎ3種を作っていただきます。その他に
先生が作ってくださったものを1個試食しま
す。お持ち帰り用として、数種販売もします。

前回
好評！

午
前

午  

後

●縁日コーナー
●昨年人気の「蛇口からスイカジュース」
●ジャンボスイカのふるまい
●パパレンジャーが
　やってくる！
●一緒に
　「ながし果物･野菜」を
　楽しもう！

●コープ商品試食会
　ドレッシングの食べ比べ
　10：00～12：00

●ゲームコーナー
　スーパーボールすくい、くじ、
　スマートボール など
●模擬店
　焼きそば、たこ焼き、
　フランクフルト など
※内容は変更になる場合がございます。
　ご了承ください

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

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

登録希望の方は、
コールセンターまで！

事務局より改めて
詳細をご連絡いたします

登録希望の方は、
コールセンターまで！

事務局より改めて
詳細をご連絡いたします

身体にやさしいヨーガ教室
8/20（火）13：30～14：30 ※9月はお休みです
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

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

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、体験や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！

ふくいの食の特徴は、ごはんを中心に県産農林水産物などの食材をバラ
ンスよく組み合わせた食生活。食を大切にする食育と地域の新鮮で安心
な食材を積極的に食生活に取り入れる地産地消について学びましょう！【日　時】　9/3～11/12（10/29以外）の毎週火曜日

　　　　　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） ※原則として連続受講できる方　【締　切】　8/30（金）

【日　時】　9/21（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】　9/20（金）

（公社）ふくい・くらしの研究所

ステージ企画
●福井農林高校太鼓　●仁愛大学よさこい
●坪田バレエ団　　　●羽水高校吹奏楽部
●参加型カラオケ大会

模擬店
●秋吉　　　●おろしそば（啓新高校そば部）
●たこ焼き　●枝豆　●カレー　●フランクフルト
●アイス　　●ふるまいぜんざい

コーナー企画など
●子どもコーナー（スーパーボール・射的など）
●福祉用具展示　●生協ブース

サッカーボールを通じて、身体を動かす楽しさ、スポーツの楽しさを体験してみましょう。福井ユナイテッドＦＣの選手・
コーチと楽しく遊び、交流できます。初心者も大歓迎。保護者のみなさんもお子さまの様子をぜひご覧ください。

福井ユナイテッドFC×県民せいきょう　コラボ企画

サッカーボールを通じて、身体を動かす楽しさ、スポーツの楽しさを体験してみましょう。福井ユナイテッドＦＣの選手・サッカーボールを通じて、身体を動かす楽しさ、スポーツの楽しさを体験してみましょう。福井ユナイテッドＦＣの選手・

福井ユナイテッドFCと遊ぼう！！女の子、男の子、
みんな集まれ

【奥越会場】8/31（土）15：00～17：00越前おおのまちなか交流センター（大野市明倫町3-37）
【福井会場】9/  7（土）14：30～16：30福井市西体育館（福井市飯塚町10-8）
【坂井会場】9/29（日）14：30～16：30春江体育館（坂井市春江町西太郎丸12-14）
※開始15分前までに受付をお願いいたします

日時・会場

福井ユナイテッドＦＣの選手・コーチ　　　　　　5歳児～小学校6年生（男女）　　　　　　各会場50名（申込先着順）
お子さま1人につき300円　　　　　　　　　　上履き、タオル、飲み物、あればサッカーボールなどのボール（ご記名ください）

講　師 対　象 定　員

参加費 持ち物

私の選択とこれからのくらし
「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！
健康的で豊かな食生活の実現を！

～顔の見える生産者と共に～

※終了後、選手のサイン希望の方は色紙をお持ちください。記念撮影もできます

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!

 江守きらめき祭
「平成から令和へ」
  ～つながろう、つなげよう～
  きらめきの和（わ）輪

 江守きらめき祭
「平成から令和へ」
  ～つながろう、つなげよう～
  きらめきの和（わ）輪

9/15（日）10：00～14：00
江守きらめき（福井市江守中町2号12番地）

日　時

会　場

令和にきらめけ！

岡保きらめき祭
令和にきらめけ！

岡保きらめき祭

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

内 

容

（公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626
人気講座です！お申込みはお早めに！電話・ＨＰからお申込みください。

お申込み・お問い合わせ 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。
主催／第１地区産

直協議会
主催／第１地区産

直協議会

【日　時】　9/13（金）9：45～12：15　【集合場所】　9：45 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】　1,000円（3歳以下無料）
【持ち物】　帽子、タオル、飲み物、軍手
【雨　天】　9/20（金）に順延　　　【受　付】　8/17（土）10：00～

越後農園さんの梨狩り交流会

9：45
10：30～
11：30　
12：15

ハーツはるえ 発
越後農園にて
梨狩り体験
ハーツはるえ 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」

【日　時】　9/21（土）13：30～15：00

参加費
無料

生協ボランティアセンター主催

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。

昨年大好評。一人ひとりがケトルを持って、自分でコーヒーを淹れる
実践講座で、美味しい淹れ方を学びます。講座で使用したドリッパーと
珈琲豆をお持ち帰りいただきます。

【日　時】　9/2（月）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【講　師】　珈琲豆専門店 和珈屋さん
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　1,500円

男のシニア達人塾

第3回「コーヒー達人」

男性だけでなく、
女性、ご夫婦での
参加もOK！

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。

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

めざせ！家計の達人3回連続講座

家計簿をつけよう
～家族の幸せなプランを立てよう！意外とかかる教育費～

1回目

【日時・会場】　9/26（木） ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　9/30（月） 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1人につき300円（要予約・申込先着順、1歳以上）

2回目

3回目

家計の現状を把握しよう（10月）
我が家にピッタリ！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！

※2回目のみの参加はできません

子育てママに
大好評！

ステージ企画
●岡保こども園・和太鼓「千」などのステージ発表
●スタッフによる出し物

9/23（月・祝）10：30～14：30
岡保きらめき（福井市曽万布町7字18番1）

日　時

会　場

模擬店
●一福 そば屋　●たこ焼き　●人形焼き
●焼きそば　　●ポップコーン など

コーナー企画など
●岡保こども園園児の作品展示　●あそびば喫茶
●ワークショップ　　　　　　●射的付き駄菓子屋
●福祉用具展示　　　　　　●介護食試食会

他にものど自慢大会、
盆踊り大会などもあるよ!

抽選会も
あるよ!

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

生協の農業法人ふくいレインボーファームの農場で、
野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、

収穫などのお手伝いを行っています！

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

生協の農業法人ふくいレインボーファームの農場で、生協の農業法人ふくいレインボーファームの農場で、生協の農業法人ふくいレインボーファームの農場で、
野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、

収穫などのお手伝いを行っています！収穫などのお手伝いを行っています！収穫などのお手伝いを行っています！
野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、

コールセンターまで！コールセンターまで！コールセンターまで！コールセンターまで！

収穫などのお手伝いを行っています！収穫などのお手伝いを行っています！収穫などのお手伝いを行っています！
野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、野菜の種まきや植え付け、間引き作業や草取り、

収穫などのお手伝いを行っています！収穫などのお手伝いを行っています！収穫などのお手伝いを行っています！




