
コーヒーバッグ（10杯分）コーヒーバッグ（10杯分）

風味豊かな発酵バターの
ショートブレッド
風味豊かな発酵バターの
ショートブレッド

アーモンドリーフアーモンドリーフ

身体にやさしいヨーガ教室
10/20（火）・11/17（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
各13名（申込先着順） 　　　　各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

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  　　　　受付中

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

※当選者は11月下旬にホームページで発表します。
※プレゼントの内容は変更になる場合があります。

※投稿には、
　コープでPHOTOへの
　登録が必要ですコープでPHOTO 検索

特別キャンペーン期間中に5回以上投稿い
ただいた方の中から抽選で30名様に、12
月にクリスマスプレゼントを差し上げます。

Ｗチャンス

2周年ありがとう特別企画

特別キャンペーン期間  10/31（土）まで 投稿・詳細はこちら

▲

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ご紹介ください。
投稿いただいた方の中から抽選で10名様にハーツのおすすめベスト110から選んだコープ商品、
さらにありがとうの気持ちを込めて、コープでPHOTOの人気商品をプレゼント！

人気人気

勝山きらめきからのお知らせ

10月のプレゼント

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

クチコミ

娘好みのやや辛甘口カレー

・　　カレー屋仕込みの  焙煎カレールー・　　コスモ直火焼  りんごカレー・ルー甘口

2種類のカレールーをブレンドし、娘（女子中高生）好みのカレーに仕上げました。

写真の
投稿にはもれなく
50ポイント

進呈

あなたの「いいね♥」教えて！ 

2周年特別キャンペーン

11/8（日）9：30～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
大野きらめき 栄養士
10名（申込先着順） 　 　　　100円 
筆記用具、マスク　　　　  　11/6（金）締　切

定　員 参加費

会　場

日　時

講　師

持ち物

大野きらめき認知症カフェ
大野きらめき主催

高齢者の食事と栄養～いつまでも元気に過ごすために～テーマ

勝山きらめきの日常が、スマートフォンやパソコンからご覧いただけるようになりました！

★QRコードを読み取る方法
　QRコードリーダーで
　右のQRコードを読み取って、
　ページへアクセス！

★検索サイト（Google等）で
　検索する方法
　「勝山きらめき インスタグラム」で検索

勝山きらめきでは、日頃のご利用者さんの生き生きした活動を知っていただくために、
SNSを開始しています。お時間がある時に、QRコードの読み取りをお待ちしています

勝山きらめきのSNS（Instagram・ブログ）

ご利用者・
ご家族の
みなさまへ

勝山きらめき インスタグラム 検索

ぜひ、
勝山きらめきの

ページにいいね！を
お願いします！

★インターネットでURLを直接入力
https://www.instagram.com/kirameki.katsuyama/

http://blog.livedoor.jp/fukuicoop-tasukeai/archives/cat_1347531.htmlブログ

Instagram

Instagram

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10・11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。

●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！ ※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。

生協の
組合員活動
ブログ
くみかつ応援日記

み
に
き
て
ね
♪
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CO・OP×レッドカップキャンペーン
（宅配企画：11月1回～12月1回）

CO・OPコアノンスマイルスクールプロジェクト
（宅配企画：10月4回）

『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

10～11月エシカル消費「社会貢献」月間

生協のＳＮＳと
これからの新しい情報発信！

2020年度スキルアップ講座

全国の生協の事業や活動で、どのようにSNSが展開され
ているか、これからの組合員活動の中でSNSをどう活か
していくか?など、みなさんと考えていきましょう。県民
せいきょうのSNSでの組合員活動も紹介します。

【日　時】　10/29（木）13：30～15：00
【講　師】　日本生協連 広報部 広報ＧＭ 西井 安紀子氏

生協の食の安全安心を
添加物の視点から読み解く

生協の食の安全安心の取組みについて外部の視点から
お話しいただきます。

【日　時】　11/12（木）13：30～15：00
【講　師】　至学館大学 健康科学部 栄養科学科長
　　　　　教授 小塚 諭氏

❶オンライン受講（Wi-Fi環境推奨）
　【申込先】　右記QRコードまで ※読み取れない場合は県民せいきょうホームページまで受講

方法 ❷オンライン受講ができない方（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】　各会場10名（申込先着順）　【申込先】　右記QRコードまたはコールセンターまで

申込みページ

申込みページ

気をつけよう！
コロナ禍のネットトラブル

（公社）ふくい・くらしの研究所

「くらしの講座」受講者募集！

コロナ禍に便乗したネットトラブルに巻き込まれる危険性を
減らし、安全・安心にインターネットを使うためにはどうした
ら良いのでしょうか。賢く使うための知恵を学びましょう。

【日　時】　10/30（金）20：00～21：00
【講　師】　仁愛大学 人間学部
　　　　　コミュニケーション学科 安彦 智史氏
【締　切】　10/23（金）

世界のくらしはどう変わる？
未来を先取り！新たな社会

日々目まぐるしく進化するAI・IoTそして5G。これらが創る
未来に何を期待し、心得ていく必要があるのでしょうか。こ
れらを活用した安全・安心な消費生活とはどのようなもの
かを学びましょう。

【日　時】　11/3（火・祝）13：30～14：30
【講　師】　カナン株式会社 桂木 夏彦氏
【締　切】　10/27（火）

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。

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

❶講座ごとにご案内しているホームページからお申込みください。
❷「Zoom」の説明と講座の「招待メール」を事前にお送りします。
❸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
※事前に各自で「Zoom」アプリ（ミーティング用
　「Zoom」クライアント）のダウンロードと設定
　をお願いします。
※参加者のビデオ映像・音声はオフにしても構
　いません。

※不具合なく当日ご視聴いただくために、接続の事前テストを行います。ご希望される方はご自由にご参加ください（テスト日程はお申込者に後
　日お知らせいたします）。事前に接続時の通信環境（速度やデータ通信料の上限など）をご確認ください。

インターネットにつながる環境のパソコン・スマートフォン・タブレット準備物

い
ず
れ
も

【対　象】　一般県民
【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　無料

い ず れ も

【対　象】　今後組合員活動に関わっていただける、または組合員活動に興味のある組合員
【定　員】　100名（申込先着順）　 【参加費】　無料　 【受　付】　受付中 　【締　切】　開催日の3日前まで　

SDGsゲーム（2030SDGs）を開催しました

　対象の商品1品につき1円が、国連WFPを通じて飢餓に苦しむ子どもた
ちに学校給食を届けるために使われます。
　2020年からミャンマー連邦共和国に支援を行っています。児童の栄養改
善、就学率・出席率の向上及びミャンマー連邦共和国による自立した学校
給食運営のための人材育成を目標とします。

ピンクリボン運動 （宅配企画：10月2回）

　認定ＮＰＯ法人 Ｊ．ＰＯＳＨ（日本乳がんピンクリボン運動）
は全ての人に乳がん検査の必要性を啓発する団体です。
コープ化粧品1品につき1円を日本乳がんピンクリボン運
動として寄付し、J.POSHへの協賛を行いました。

ピンクリボンキャンペーンでは、職員と組
合員に化粧品のマイスター「ビューティー
アドバイザー」の育成を行い、職員・組合員
30名が修了して登録を行いました。

世界共通のピンクリボン月間である10月に合わせ、
コープ化粧品で寄付を行いました

1品につき1円を
認定NPO法人 J.POSH

（日本乳がんピンクリボン運動）へ寄付

コープ化粧品
いずれか1品を

購入

乳がんに対する啓発と
患者や家族の支援を

進めます

ⒸWFP/David Longstreath

ＳＤＧｓの理解を深めるために、ＳＤＧｓゲーム（2030ＳＤＧｓ）を
11会場で取り組み、普及啓発を行いました。「経済」「環境」
「社会」のバランスや、エシカル消費の価値などを学ぶ機会に
なりました。

協賛：コープ化粧品

2019年度

11回 441人参加

　　　コアノンロールシリーズ1パックの利用につき1円を、ユニセフを通
じてアンゴラ共和国の「子どもにやさしい学校づくり」に寄付をしています。
　「人を育てる」「知識を伝える」ことを目的に教師を育成したり、「設備を整
える」ことを目的に安全な水の整備やトイレの設置を行っています。

「Zoom」を使った オンライン講座「Zoom」を使った オンライン講座
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　生協では、「地域」「社会」「環境」「人々」に配慮して物やサービスを買うことを「エシカルなお買い物」と表
現して、積極的に応援しています。
　6月と10月をエシカル消費月間と位置づけ、誰かの笑顔につながるお買い物を推進しています。


