
ハーツはるえハーツはるえ

ハーツ羽水ハーツ羽水

ハーツ学園ハーツ学園
くれよんの会主催パプリカの会主催

パプリカの会主催

ポーセラーツをしましょう！

【日　時】　11/14（土）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　クラフト工房あじさい 林 玲子氏
【定　員】　12名（申込先着順）
【参加費】　お茶碗 800円、湯呑み 600円
　　　　　セットは1,300円
　　　　　申込み時に、どれをしたいか
　　　　　お知らせください
【持ち物】　はさみ、ティッシュ
【受　付】　10/17（土）～

Only Oneのボード作り

【日　時】　11/13（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　8名（申込先着順）
【参加費】　200円
【持ち物】　グルーガン（あれば）、
　　　　　花ばさみ
【受　付】　受付中

ドレミの会主催

ウォーキングをしましょう！

【日　時】　11/8（日）10：00～11：30
【会　場】　トリムパークかなづ
　　　　　（あわら市山室67-30-1）
　　　　　※正面玄関に10分前に
　　　　　　お集まりください。
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　100円
【持ち物】　タオル、飲み物、帽子
【雨　天】　雨天中止
　　　　　（中止の場合は連絡いたします）
【受　付】　10/17（土）～

秋空の下、自然いっぱいのトリムパークかなづ
内を散策しながら心地よい汗をかきましょう。

身近な小枝や木の実などを使ってあなたのア
イデアを形にしましょう。

お好きな柄をお選びいただき、自由に貼りつけてい
きます。焼いてから、1週間くらいでお渡しします。

ぐるぐる主催

手作りしましょう ビワの葉エキス
【日　時】　11/25（水）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　6名（申込先着順）
【参加費】　500円　　　【持ち物】　手拭きタオル
【受　付】　11/7（土）9：30～

ビワの葉が持つ力を、家庭で役立ててみませんか? 福井赤十字病院に寄贈しています。家事にも使
えますよ。

チェリーの会主催

日本タオルで作る帽子作り

【日　時】　12/4（金）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　8名（申込先着順）
【参加費】　無料
【持ち物】　裁縫道具
　　　　　（日本タオル（手ぬぐい）は
　　　　　 こちらで用意します）
【受　付】　11/7（土）9：30～

ぐるぐる主催

ぽかぽか足湯＆こんにゃく湿布で
身体の中の冷え取り講座

【日　時】　12/9（水）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　8名（申込先着順）
【参加費】　200円
【持ち物】　タオル3枚
【受　付】　11/7（土）9：30～

おうちで簡単にできる冷えの取り方を学びましょう！

季節を楽しむ絵手紙講座
～来年の干支や花、食材を描いてみましょう～

【日　時】　12/11（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　竹澤 眸子氏
【定　員】　8名（申込先着順）
【参加費】　200円
【持ち物】　（あれば）絵の具セット、習字道具
【受　付】　11/7（土）9：30～

親子で！友達で！
お1人での参加も

大歓迎！

※画像は前回のコーヒーカップです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。
※サイズは縦26cm×横21cm。

①キット 500円　②完成品 300円
（当日作るものは半年後に完成）

ビワの葉
エキスの
販売あり

①②とも要予約

前回人気！

※購入のみご希望の方は、予約のうえ
　上記講座開催場所にて時間内に引き換えになります。

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！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！

坂井・福井地区イベント案内坂井・福井地区イベント案内坂井・福井地区イベント案内坂井・福井地区イベント案内10・11・12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。

●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！
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生協の
組合員活動
ブログ
くみかつ応援日記



1講座の招待メールを事前に送付。

2指定の日時に招待メールをクリック。

3オンラインで参加。

くらしの講座

【日　時】　10/30（金）20：00～21：00 【形　式】　「Zoom」を使ったオンライン講座
【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
【対　象】　一般県民 【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　無料 【締　切】　10/23（金）

【時　間】　いずれも13：30～15：00 
【対　象】　今後組合員活動に関わっていただける組合員または組合員活動に興味のある組合員 
【定　員】　各回100名　　　　　
【参加費】　各回無料
【準備物】　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
【受　付】　受付中　　　　　      
【締　切】　各開催日の3日前まで

（公社）ふくい・くらしの研究所

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。

元気な組合員活動を応援するために、活動に活かせる講座を開催します。今回も全国で有名な講師陣から直
接学ぶチャンスです♪いろんな視点でのスキルを学び、この講座で新たな自分を発見し、地域や家庭でのさ
らなるステップアップを図りましょう。

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】　11/3（火・祝）13：30～14：30 【形　式】　「Zoom」を使ったオンライン講座
【講　師】　カナン株式会社 桂木 夏彦氏
【対　象】　一般県民 【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　無料 【締　切】　10/27（火）

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。

世界のくらしはどう変わる？未来を先取り！新たな社会

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。

気をつけよう！コロナ禍のネットトラブル

県民せいきょう
今年は

オンラインで
開催！

【日　程】　10/29（木）
【講　師】　日本生協連 広報部 
　　　　　広報GM 西井 安紀子氏

第2回
【SNS・WEB広報】

生協のSNSと
これからの新しい
情報発信！

第3回
【添加物と健康】

生協の食の安全安心の取組みについて外部の視点
からお話いただきます。
【日　程】　11/12（木）
【講　師】　至学館大学 健康科学部 栄養科学科長 
　　　　　教授 小塚 諭氏

生協の
食の安全安心を

添加物の視点から読み解く

❶オンライン受講（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。
　※参加者のビデオ映像・音声はオフに
　　しても構いません。

QRコードから、または
下記コールセンターまでお電話ください

こちらの
QRコードからお申込みください
※QRコードが読み取れない場合は
　県民せいきょうホームページから
　お申込みください。

お申込み
方法

お申込み
方法

❷オンラインで受講できない方
　【定　員】　各回10名（申込先着順）
　※下記会場で視聴できます。　
　★県民せいきょう 本部センター

組合員活動 スキルアップ講座
※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

コーヒーバッグ（10杯分）コーヒーバッグ（10杯分）
アーモンドリーフアーモンドリーフ
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

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

10月のプレゼント

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！
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

人気人気

チラシ番号 000100

あなたの「いいね♥」教えて！ 2周年特別キャンペーン

0120-016-165
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

※当日使用するパソコン（もしくはタブレット、スマートフォン）
　にZoomアプリ（ミーティング用Zoomクライアント）をダウ
　ンロードしてください。
※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
　日程はお申込み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等）をご確認ください。

講座参加の
流れ


