
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 （公社）ふくい・くらしの研究所

（公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626

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

【日　時】　2/22（土）13：30～15：00（90分）
【会　場】　鯖江市文化の館 多目的ホール（鯖江市水落町2-25-28）
【講　師】　至学館大学 健康科学部 栄養科学科 教授 小塚 諭氏
【定　員】　100名（申込先着順）　　【参加費】　無料　　【締　切】　開催日の前日まで

食の安全・安心講座

食品表示をきちんと理解することは、商品を選択する際にとても重要になりま
す。遺伝子組み換えの表示制度とゲノム編集のお話を中心に食の安全・安心につ
いて考えます！

よくわかる！食品表示と食の安全
遺伝子組み換えとゲノム編集食品

本講座は、鯖江市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。

受講者
募集！
受講者
募集！

自分のため…家族のため…「不安」から「安心」に変えてみませんか？
早すぎない『生前整理』知って得する『新相続法』
【日程・会場】　3/  7（土） ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
　　　　　3/11（水） ハーツさばえ ふれあいルーム
　　　　　3/21（土） ハーツ羽水 組合員集会室
いずれも
【時　間】　10：00～12：00
【講　師】　相続手続支援センター福井 青木 克博氏
　　　　　㈱北陸遺品整理 中村 彰宏氏
【定　員】　20名（申込先着順）　　【参加費】　無料　　【持ち物】　筆記用具

【日　時】　3/11（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】　800円　　【持ち物】　エプロン、手拭きタオル、筆記用具
【受　付】　2/8（土）9：30～

日常の食事に発酵食を取り入れましょう！！

発酵食カフェ
～デモ＋簡単調理～

ぐるぐる主催

メニュー（予定）
・鰆の西京焼き
・なめこの茶碗蒸し
・もち麦入りごはん
・おからのサラダ
 ～塩麹ドレッシング～
・フルーツムース

楽がくサロン！
～オシャレなクラフトテープで
可愛いカゴを作りましょう！～

福井福祉委員会・きらめきくらしのサポート主催 福井福祉委員会、
きらめきくらしのサポートの

説明もあります

【日　時】　3/13（金）9：30～12：30
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　12名（申込先着順）
【参加費】　500円（お茶・お菓子付）
【持ち物】　厚紙の切れるハサミ、
　　　　　メジャー、洗濯ばさみ15個程度、筆記用具
【受　付】　2/15（土）～

※画像はイメージです

【日　時】　4/6（月）10：00～12：00
【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

生前整理とエンディングノート
～自分らしく生きるために～

坂井コープの会主催

具体的な整理、片付けのポイント、エンディ
ングノートの使い方などをお伝えします。

生協葬祭みれい

びっくりするほど簡単！
パパッとCOOKを使ってみよう！

福井宅配委員会主催

【日　時】　3/19（木）11：00～12：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　16名（申込先着順）　　【参加費】　200円（お土産付）
【持ち物】　エプロン、手拭きタオル、筆記用具
【受　付】　2/15（土）9：30～

パパッとCOOKを2品作って簡単ランチをしましょう！「パパッとCOOK」は、
メニューをまるごと注文できる食材セットです。計量、カット済、レシピ付き！

あじさいの会主催

※画像はイメージです
※サイズは
　約28×11×35ｃｍ

春です！
手作りクラフトバックで
お出かけしましょ♪
【日　時】　3/10（火）9：30～15：30
【会　場】　三国コミュニティセンター和室
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　1,200円
　　　　　（材料費・お弁当代込み）
【受　付】　2/15（土）9：30～

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

2・3・4月



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

3/28（土）10：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
10名（申込先着順）             1人200円
エプロン、三角巾、タオル、マスク
3月2日（月）10：00～

会　場

日　時

定　員 参加費

受　付

持ち物

クレープを作りましょう！
きらめきファームの会主催

低学年の人は、おうちの方と参加してくださいね！

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!

子どもたち
集まれ！

「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える県民せいきょうの
コミュニティサイトです。みなさんもぜひご覧ください。
投稿もお待ちしています！

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

県民せいきょうのコープ商品おしゃべりサイト県民せいきょうのコープ商品おしゃべりサイト

       ダイジェスティブチョコビスケットに       ホワイトマシュマロを
のせてレンジで少しチン。やわらかくなったマシュマロの上にビス
ケットをのせてサンドしました。ちょっと豪華なおやつになります。

マシュマロビスケット

ミーヤさんの投稿をご紹介しますミーヤさんの投稿をご紹介します

みんなもみてね！

2/18（火）・3/17（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
受付中受　付

参加費

講　師

会　場

日　時

定　員

持ち物

身体にやさしいヨーガ教室
主催／第１地区産

直協議会
主催／第１地区産

直協議会

【日　時】　2/29（土）10：00～13：00
【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）
【締　切】　2/21（金）※事前申込必要（昼食付）
【託　児】　無料（要予約・申込先着順、1歳以上）

福井県産直協議会 総会
主催／第１地区産

直協議会
主催／第１地区産

直協議会

【日　時】　〈植付け〉3/28（土）10：00～11：30
【会　場】　林農園（坂井市三国町嵩）
　　　　　※当日の詳細、雨天時の対応などは後日改めてご案内いたします
【定　員】　25うね限定（申込先着順） ※1人2うねまで
【参加費】　1うね（約10m）につき2,000円
　　　　　（種いも・有機肥料・管理代含む）
【持ち物】　軍手、タオル、帽子、飲み物　　　　　
【受　付】　2/29（土）10：00～

じゃがいもオーナー登録募集

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

保険に加入しているけれど、内容がよくわからない??20年、30年と長いおつきあいだから、
支払うお金も莫大！さあ、家計と保険の『見直し』大作戦！

保険力をきたえる！
～生命保険を基礎から学びましょう～

2回シリーズ

【時　間】　10：00～12：00　　　【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】　200円（資料・茶菓子代）                                       
【持ち物】　生命保険証券、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）   

※1回目は終了しています

証券チェックと見直し方法～自分の証券をチェックしよう～2/17
（月）

カレー
スープ

証券には何が書いてあるのか？保険内容を読み取る力をつけてわが家の証券を読みます。
また保険の見直しをする時のポイントを知りましょう。

産直生産者のみなさんと交流を深めてみません
か!?総会終了後、生産者と産直弁当をいただきな
がら交流します。

じゃがいもオーナー制度とは？
登録いただいた組合員が現地の畑で植
付けから収穫まで生産者と一緒に栽
培・管理する制度です。収穫したじゃが
いもは全てオーナー（組合員）のものと
し、生産者へ登録料を支払います。

フードドライブとは、家庭で余っている食べ切れない食品を持ち寄り、福祉団体・施設などを
通じて、必要としている人に提供する活動です。買いすぎてしまったもの、お歳暮やいただき
ものなど、未開封で家庭に眠っている余剰食品をご持参ください。家庭の食品ロスを減らし、
ごみの減量化を図るためにも、ぜひご協力をお願いします。

フードドライブにご協力ください！
～“もったいない”を“ありがとう”に。1人でもできる社会貢献～

実施期間 3/13（金）～15（日）10：00～15：00　
受付場所 ハーツ全店・大野きらめき・勝山きらめき

●賞味期限が1ヶ月を切っているもの
●開封されているもの
●生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
●アルコール（みりん・料理酒は可）

受付できない食品 食料支援を目的と
しているため、左記
食品はお持ちいた
だいても受付できま
せん。ご理解とご協
力をお願いします。

少量でも、コープ商品以外でも受付します。

寄付対象食品
●パスタ・素麺などの乾麺
●白米・玄米・アルファ米（保存食）などのお米
●缶詰・レトルト・インスタント食品

未開封で1ヶ月以上賞味期限が残っている常温保存可能なもの

●海苔・お茶漬け・ふりかけ
●調味料（しょうゆ・食用油など）
●粉ミルク・離乳食・お菓子

前回は
10/12（土）～14（月・祝）に行い、

食品1,743点・お米485kgを
ご提供いただきました

※寄付いただいた食品は地域の社会福祉協議会・自立支援センターなどを
通じて、生活困窮の方に提供します

※回収場所は店舗により異なります。サービスカウンターでお尋ねください。
   営業時間内であれば上記以外の時間でもご持参いただいた場合、
　サービスカウンターにて受付いたします

福井県産直協議会総会開催中止のご案内
新型コロナウイルス関連の感染が拡大している状況を受け、
参加者様の安全を考慮した結果、「開催の中止」を決定いた
しました。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますことをお詫び
申し上げます。

※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
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