
ハーツはるえハーツはるえ ハーツ学園ハーツ学園

【日　時】　10/18（金）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　野村 松美氏（元保育園園長）
【定　員】　15名（申込先着順）　
【参加費】　200円（茶菓子代）

安心して子育て・孫育て！
パプリカの会主催

宝塚のあんなこと！こんなこと！お喋りしましょう!裏話
が聞けるかも!?

【日　時】　10/26（土）10：00～11：30
【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
【受　付】　9/24（火）10：00～

お喋りティータイム～宝塚編～
くれよんの会主催

【日　時】　10/7（月）10：00～12：00
【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】　500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル
【受　付】　9/14（土）9：30～

越後農園さんの梨で
梨ジャムを作ろう

なのはな会主催

牛乳・ヨーグルトの食べ比べなど、試食試飲があり
ます。ちょっと早いですが、クリスマスケーキの試
食もあります。

越後農園さんの梨を使って、美味しい「梨ジャム」を
作ります。できあがったら、ヨーグルトやクラッカー
などに付けてティータイムを楽しみましょう♪

【日　時】　10/10（木）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【講　師】　大山乳業農業協同組合 門脇氏
【定　員】　15名（申込先着順）　
【参加費】　500円　　　【持ち物】　筆記用具
【受　付】　9/14（土）9：30～

私が大山乳業さんの
商品を選ぶ理由

学園店舗委員会主催

【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】　受付中

蓮如上人が著した御文章
書いて味わってみませんか?

災害時に役立つ知識や防災料理を学ぶ講座です。

【日　時】　10/3（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
【受　付】　9/14（土）10：00～

もしもの時に備えて！
防災料理を学ぼう！

窓の会主催

カードについての基礎知識をクイズなど
しながら楽しく学びましょう！

【日　時】　10/7（月）13：30～15：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　竹内 一也氏（福井県金融広報アドバイザー）
【定　員】　15名（申込先着順）　【参加費】　無料
【持ち物】　筆記用具　【受　付】　9/14（土）10：00～

キャッシュレス時代に
失敗しないために

坂井コープの会主催

軽減税率の
話も！

元園長先生のお話を聞いて、子育て・孫育ての楽しさを知ろう。

作った梨ジャムを
2本お持ち帰り
いただきます

干し柿を
作りましょう！

【日　時】　10/21（月）10：00～12：00
【会　場】　①ハーツはるえ ひまわりルーム
　　　　　②ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　各15名（申込先着順）
【参加費】　各500円
【持ち物】　果物ナイフ、お持ち帰り用袋、
　　　　　エプロン
【受　付】　9/24（火）10：00～

ドレミの会・ぐるぐるの会主催

くれよんの会主催

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！

【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）
【持ち物】　裁縫道具（刺繍針）
　　　　　※布と糸は準備します
【参加費】　300円    【受　付】　受付中

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

お子さま
連れOK

毎年人気！

応募資格 組合員とその家族であれば、どなたでもご応募いただけます。
※お1人様1作品の応募とさせていただきます　※作品は未発表・オリジナルの作品に限ります

著 作 権 応募された作品の著作権は、県民せいきょう及びコープ共済連に帰属します。なお、応募作品は返却いたしませんのでご了承ください。

※Wチャンスの当選者発表は賞品の発送をもって
　かえさせていただきます

※金賞作品3点は、コープ共済連に出品します。
　全国賞入賞作品については、コープ共済連ホー
　ムページや広報物に掲載させていただきます

11/30（土）
入賞作品はホームページで
発表します（1月予定）

・店頭のチラシに必要事項をご記入のうえ、配送担当者またはハーツサービスコーナーに
　ご提出いただくか、ハガキ、FAX、ホームページでご応募ください。
・お名前・郵便番号・ご住所・お電話番号・組合員番号・年齢を明記してください。

応
募
方
法

さらにご応募いただいた方の中から
抽選で100名様に
コーすけハンドタオルをプレゼント!

WチャンスWチャンス

〒910-8557
福井市開発5丁目1603番地
県民せいきょう LPAの会 川柳募集行

住 所

LPAの会 川柳募集

ホームページ

※画像は
　イメージです※前回の様子 FAX 0776-52-2030

みんなの応募待ってるのだ!

LPA（ライフプランアドバイザー）の会

川柳募集 健康・生きがいテーマ

コープの宅配・ハーツで使える
お買物券3,000円分と
コーすけフェイスタオル

金賞

3
本

コープの宅配・ハーツで使える
お買物券2,000円分と
コーすけフェイスタオル

銀賞

5
本

コープの宅配・ハーツで使える
お買物券1,000円分と
コーすけフェイスタオル

佳作

5
本

募集締切

発　表

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

9・10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

県民せいきょうのコープ商品交流サイト

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

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！

身体にやさしいヨーガ教室
ママカフェ

～子育て応援企画！親子で知ろう！コープ商品！～

9/27（金）11：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
10組（申込先着順）　　　　　　無料　　　　　　受付中

日　時

会　場

定　員 参加費 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

キャッシュレス決済に注目が集まっています！キャッシュレス決済は、決して遠い未来の話
ではなく、すでに私たちの生活で身近なものです。今こそ、正しい知識を身に付けましょう！

【日　時】　10/22（火・祝）13：30～15：00
【会　場】　AOSSA 7F 706・707号室（福井市手寄1-4-1）
【講　師】　（公社）全国消費生活相談員協会 消費生活相談員 大西 康代氏
【対　象】　一般県民　　　　【定　員】　50名（申込先着順）
【締　切】　開催日の前日まで

（公社）ふくい・くらしの研究所

ステージ企画
●開成こども園　●大野幼稚園　●奥越太鼓保存会
●フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ 大野教室 マヒナ会
●studio SOUL　●サリール（フラメンコ）　●スタッフによる出し物

模擬店
●たこ焼き　●焼きそば　●カステラ  　　 ●クレープ
●ファームの会のカレー　●ハーツのお店　●きらめきのお店
●福祉事業委員会による炊き込みごはん など

コーナー企画など
●生協ブース　●介護食試食会　●縁日　●スタンプラリー　
●きらめきくらしのサポートブース　●福祉用具　●園児絵画 など

あなたは“ピッ！”してますか？
キャッシュレス決済を正しく理解し見極めよう！

最新の消費者トラブルの手口について落語で楽しく学びましょう！成年年齢
が18歳に引き下げられます。トラブルに巻き込まれないために、地域や家
庭の場において今から心構えをしておきましょう。

【日　時】　10/12（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）
【講　師】　はやおき亭 貞九郎氏　　【対　象】　一般県民
【定　員】　50名（申込先着順）　　　【締　切】　開催日の前日まで

あの手この手の消費者トラブル
～落語で楽しく学びま笑～

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!

10/5（土）10：30～14：30
大野きらめき（大野市天神町3番21号）

日　時

会　場

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

【日　時】　10/19（土）9：30～11：40
【会　場】　あわら農楽ファーム 紅はるか畑
【集合場所】　9：30 ハーツはるえ 発
【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　500円、3歳以下 無料
【持ち物】　長靴、軍手、帽子、飲み物、
　　　　　動きやすい服装
【雨　天】　雨天中止（事務局より連絡いたします）
【受　付】　10/12（土）10：00～

あわら農楽ファームさんの
紅はるか収穫体験交流会

9：30
10：00
10：00～
11：00　
11：40

ハーツはるえ 発
収穫会場 着

収穫体験

ハーツはるえ 着

スケジュール

参加費
無料

生協ボランティアセンター主催

生協の農業生産法人ふくいレインボーファームでの収穫や草取りなど農業体験を行いながら、福井県の農業の現状や産直について学びます。

【日　時】　10/25（金）10：00～12：00　　　　　　【会　場】　ふくいレインボーファーム あわら農場（あわら市北潟）
【集合場所】　9：30 ハーツはるえ（解散予定 12：30）　【対　象】　20歳以上の方　  【定　員】　20名（申込先着順）   【参加費】　無料
【持ち物】　長靴、作業可能な服装で、飲み物、タオル　 【雨　天】　雨天中止（中止の場合は前日に連絡いたします）　　 【受　付】　9/16（月・祝）～

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。男のシニア達人塾

第4回「農業達人」

男性だけでなく、
女性、ご夫婦での
参加もOK！

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　　　　　
【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）

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

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）

子育てママ
に

大好評！

ステージ企画
●聖三一幼稚園　●進明中学校ブラスバンド　●坪田バレエ団　
●ひまわり会　 　●日之出児童クラブ　　　　●オカリナ など

10/19（土）10：00～14：00
宝永きらめき（福井市宝永3丁目3番1号）

日　時

会　場

模擬店
●たこ焼き　 ●焼きそば　 ●お好み焼き　 ●ハーツ惣菜
●ハーツベーカリー　　　　●きらめき特製カレー
●インスタで話題のタピオカ「茶屋～旅央加～」　

コーナー企画など
●縁日（スマートボール、輪投げなど）　●きらめきお楽しみ企画
●きらめきくらしのサポートブース　●福祉用具　●足つぼマッサージ

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。

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

「くらしの講座」受講者募集！

フード
ドライブ

プラスチックを食べた魚を食べている?
直近プラスチック事情

【日　時】　9/28（土）13：30～15：30
【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】　東京農工大学 教授 高田 秀重氏
【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、1歳以上）

スキルアップ講座

プラスチックの廃棄が世界的な問題になっています。
私たちの生活の見直しの視点について学びます。

奥越宅配委員会

「コープでPHOTO」は、お気に入りのコープ商品やコープ商
品を使ったお料理を写真に撮って投稿し、組合員同士がコメ
ントしあい、交流できる県民せいきょうのサイトです。みなさん
もぜひご覧ください。投稿もお待ちしています！

いずれも10：00～12：00

※2回目のみの参加はできません

枝豆がんも
含め煮にしても美味しい枝豆がんもですが、焼いて食
べるのが最近のお気に入り。今日は大根おろし、ねぎ、
しょうがを添えて。忙しい日はポン酢だけでも枝豆がた
くさん入っていて充分に美味しいです。   じゃみらさん

いいね!　　 6

みんなも

いいね!を

押してね

「コープでPHOTO」に参加しています。組合員さんのおすす
めはとても参考になり、いろいろと買ってみてメニューも増
え、家族にも好評です。またコメントしあえるのでお友だちに
なったようで楽しいです。           　　 鯖江市 リナリアさん

ご登録の方には

写真の投稿には 1投稿50ポイント進呈

100ポイント進呈

登録・投稿 募集中 コープでPHOTO 検索

みんなの
おすすめ商品を

紹介中

大野きらめき祭
きらりんぴっく～つなごう世代の和～
大野きらめき祭
きらりんぴっく～つなごう世代の和～

乳幼児向けのコープ商品の試食をしながら、ママさんたちとトークしましょう。

さんかく
おにぎりさん

わふみさん

抽選会

フード
ドライブ

抽選会

1人3株まで収穫。収穫した
紅はるかはお持ち帰り。

宝永きらめき祭
HAPPY令和!!
～みんな笑顔でみんな幸せ～

宝永きらめき祭
HAPPY令和!!
～みんな笑顔でみんな幸せ～

10/15（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
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