
身体にやさしい
ヨーガ教室

10/12（月）13：30～15：30
大野きらめき 2F 多目的集会室
野村 友里子氏
8名（申込先着順）　 　　　300円　　　　　　　　　　　　　　　　
ハンドタオル    　　　　　受付中受　付

定　員

持ち物

会　場

日　時

講　師

参加費

9/15（火）・10/20（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
13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

定　員

参加費

会　場

日　時

講　師

持ち物

ハンドケアマッサージ講座
～ご自身で疲れた手をリフレッシュ～

大野コープの会主催

自分でハンドマッサージをして、つやのあるきれ
いな手をゲットしましょう！！

10/31（土）13：30～14：30
大野きらめき 2F 多目的集会室
小谷 恵子氏
13名（申込先着順）
300円
タオル、水分、マスク
10/1（木）10：00～

定　員

参加費

会　場

日　時

講　師

持ち物

受　付

いつでもどこでも体をリセット
座ってできるチェアヨガ

きらめきファームの会主催

10/10（土）9：30～12：00
（講座は10：00～11：00）
大野きらめき 2F 多目的集会室
認知症の当事者・家族・
認知症に関心のある方
10名（申込先着順）
100円　　　　　　筆記用具
10/8（木）締　切

定　員

参加費

会　場

日　時

対　象

持ち物

大野きらめき認知症カフェ
大野きらめきカフェ主催

勝山きらめきからのお知らせ

わかりやすい認知症ミニ講座
～介護に役立つ知識を学んで
　みなさんで語り合いましょう～

テーマ

勝山きらめきをご利用されているみなさまが、い
つまでも住みなれた地域で自分らしい生活が続
けられるよう、一人ひとりの思いをきらめきス
タッフ一同がサポートいたします。
また、地域のみなさまを対象に「きらきらサロン」
を定期開催しており、きらめきのご利用者やス
タッフと楽しく交流する場をご用意しています。勝
山きらめきが誰でも気軽に集える地域のよりどこ
ろとなり、何でも頼ってもらえるような施設をめ
ざしています。
施設見学（サービス付き高齢者向け住宅、小規模
多機能型居宅介護）、介護の相談など、随時受付け
ておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

スタッフが常駐し、高齢者が日常的な安否確認（見守り）や生活相談を
受けることができる住まいです。来訪者や郵便物の受付、医療機関の
紹介、タクシー手配など日常生活をおくる上でのサービスや、緊急時
コールシステムなどによる対応も行います。

月額利用料

敷　金

12～13万円（家賃・共益費・管理費・食費・他）
家賃の3ヶ月分

施設長から一言 施設長　寺島

福井県勝山市元町2丁目5-12
0779-87-2511
0779-87-1550

住　所
T E L
F A X

※介護保険による《介護保険サービス》や生協の有償ボランティア《くらしの助
　け合いの会》などもご利用いただけます（別途料金がかかります）。
※60歳以上の組合員世帯の方で、共同生活の行える方などが対象です。

サービス付き高齢者向け住宅 3F居室：10室（全個室）

24時間常駐する看護師・介護士スタッフが、食事・入浴・排泄など日常
生活上のお世話や機能訓練などを行います。

12～15万円（家賃・共益費・食費・他＋介護保険に基づく料金）
※要介護認定を受けられた方が対象で、介護サービスを定額料金で受けられます。

特定施設入居者生活介護 2F居室：10室（全個室）

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

海洋汚染とプラスチック、プラスチックごみの行方
2020年度スキルアップ講座

レジ袋有料化後も、プラスチックごみを取り巻く環境はまだまだ解決されていま
せん。プラスチック問題について、昨年好評の高田先生にお話しいただきます。

【日　時】　10/17（土）13：30～15：00
【講　師】　東京農工大学 教授 高田 秀重氏　 【定　員】　100名
【対　象】　組合員活動に興味のある組合員
【参加費】　無料　 　【受　付】　9/7（月）～
【締　切】　開催日の3日前まで　

❶ご自宅で受講（Wi-Fi環境推奨）　　
　※「Zoom」の設定は各自でお願いします。
　※開催前に「招待メール」を送信します。

受講方法

❷各会場で視聴
　【会　場】　県民せいきょう 本部センター、
　　　　　　　ハーツたけふ、ショッピングセンターレピア
　【定　員】　各10名（申込先着順）

オンライン
（Zoom）
で参加

月額利用料

申込みはこちら ▼

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！

奥越地区イベント案内奥越地区イベント案内奥越地区イベント案内奥越地区イベント案内9・10月
新型コロナウイルスの感染が拡大して
いる状況を受け、掲載のイベントなど、

一部中止とさせていただく場合がございます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、イベントにご参加の際はマスク着用に
ご協力願います。

！

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※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。

●大野きらめき 多目的集会室
●勝山きらめき 多目的集会室

※現在は、新型コロナウイルス感染防止のため、
　勝山きらめき 多目的集会室の使用はできません。
　大野きらめき 多目的集会室は、定員を15名と制限しております。
　なお、情勢にて使用制限が変わることがあります。利用者募集中！利用者募集中！利用者募集中！

生協の
組合員活動
ブログ
くみかつ応援日記

み
に
き
て
ね
♪



移動店舗「ハーツ便」

ＣＯ・ＯＰ子ども安全運転スクール

『誰一人取り残さない』地域社会の実現のために
県民せいきょうはSDGsを推進します

普段の買い物や食事づくりに困っている方のために、移動店舗「ハーツ便」、
食事宅配「夕食宅配、介護食・医療食」で、食品やお弁当をお届けしています。

移動店舗「ハーツ便」は、買い物に不自由をきたし

ている方の支援として、大野市、勝山市、永平寺町

に定期的に巡回しています。刺身、お肉、惣菜、食品

など約700品目を積載しています。移動店舗は、高

齢者の見守りや、コミュニティの場づくりとしての

役割も果たしています。何人かでのご利用の希望が

あれば、新しい停留所をつくることもできます。

くらしの講座

【日　時】　10/3（土）13：30～14：30 【形　式】　「Zoom」を使ったオンライン講座
【講　師】　立正大学 心理学部 対人・社会心理学科 教授 西田 公昭氏
【対　象】　一般県民 【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　無料 【締　切】　9/26（土）

（公社）ふくい・くらしの研究所

特殊詐欺や世間の変化や不安につけ込んで起こる便乗詐欺。コロナ禍の不安定な状況の中でも落ち着いて
判断できるよう、対処法や騙されてしまう心理について学びましょう。

【日　時】　10/10（土）13：30～14：30 【形　式】　「Zoom」を使ったオンライン講座
【講　師】　国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部長 畝山 智香子氏
【対　象】　一般県民 【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　無料 【締　切】　10/3（土）

食品の安全に関する情報の中には、根拠のない情報や誤解を招きやすい情報が含まれています。科学的根拠
のある情報と考え方を知り、自分で判断できる力を身に付けましょう。

科学的に考える!食の安全とリスク

受講者募集！

1.ホームページ（https://www.kuranavi.jp）からお申込みください。
2.「Zoom」の説明と講座の「招待メール」を事前にお送りします。
3.講座開始時間に「招待メール」をクリックして受講を開始します。

オンライン
講座の流れ

お申込み
お問い合わせ

ホームページからお申込みください https：//www.kuranavi.jp
（公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626 お申込みはこちら

本講座は、福井県より委託を受け、（公社）ふくい・くらしの研究所が企画・運営しております。

食事宅配
「夕食宅配、介護食・医療食」

家庭的なバランスを考えた日替わりの食事をご自宅までお届けし

ています。かむ力、飲み込む力が弱い方や食事制限が必要な方に

は、介護食・医療食でお応えしています。

地域のこども園などからの依頼を受けて

「CO・OP子ども安全運転スクール」を開催

しています。未就学児を対象に、横断歩道の

渡り方や死角についてなど、体験型の学び

の場を提供しています。安全運転を社会的

責任としてとらえ、地域と一緒になって安

全運転をめざしています。

生活支援事業

安全運転
「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てください。
投稿いただいた方の中から抽選で5名様に
“原料にこだわった乾物3点セット”をプレゼントします！

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

【応募期間】 9/1（火）～9/30（水）
※当選者は10月下旬にホームページで発表。

詳細はこちら

▲

コープでPHOTO 検索

手ずり風
すりごま〈金〉
手ずり風
すりごま〈金〉

切らずに使える
国産はるさめ
切らずに使える
国産はるさめ

三陸産
カットわかめ
三陸産
カットわかめ

人はなぜ騙される!?心のすきまにご用心
だま

クチコミ

「はんぺんの
 バター焼き♪」
以前、くま35さんの投稿を見
て作ってみたいと思ってい
た、はんぺんのバター焼き♪
ハムチーズとツナマヨの
2種類を作ってみました
(^O^)「　　大判はんぺん」
は、ふわふわして柔らかく
とっても美味しいです！いろ
んな料理に使えそう。

うーたんさんの
投稿より

あなたの「いいね♥」教えて！
キャンペーン実施中

写真の投稿には50ポイント進呈

バター焼き♪」バター焼き♪」

コープ商品のクチコミが
たくさん届いているよ！




