
切り餅シングルパック切り餅シングルパック
くっつかないホイルくっつかないホイル

身体にやさしいヨーガ教室 結のカフェ
11/17（火）・12/15（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

12/6（日）9：30～12：00　　　　　結とぴあ 3F 305・306号室
大野市在住で、介護を受けている方・されている方優先
40名（応募多数の場合は抽選。参加決定した方のみ電話連絡いたします）
300円　　　　筆記用具、マスク　　　　12/4（金）12:00まで
県民せいきょう 大野きらめき（☎0779-66-1211）
デュオ・キートス演奏会
ヴァイオリン/松谷 由美　ファゴット/羽生 尚代

対　象

定　員

申込先

参加費

会　場日　時

持ち物 締　切

※当選者は12月下旬に
　ホームページで発表します。

※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

いつも鍋だしは手作り派ですが、
家族全員が『これは美味しい！』と
絶賛でした！野菜と肉を入れるだけで
簡単にできて、主婦には嬉しい一品です！応募期間  11/1（日）～11/30（月）

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5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をプレゼント！

勝山きらめきからのお知らせ

11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！ 
キャンペーン

12/28（月）10：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
森永 美由紀氏
8名（申込先着順）　　　  2,000円
花切りばさみ、新聞紙、持ち帰りの袋
12/5（土）10：00～受　付

定　員定　員 参加費

会　場

日　時

講　師

持ち物

生協のお花を飾って新年を迎えましょう！
大野コープの会主催大野きらめき主催（大野市委託事業）

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

生協の迎春花にプラスアルファ、飾り、花器も付いて豪華なお花でお正月を迎えましょう。

※昨年の作品です。
内容

りょーさんの投稿をご紹介

おすすめの鍋だし☆

【キャンペーン期間 ～12月31日（木）】【キャンペーン期間 ～12月31日（木）】

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。

●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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2020年度くらしの見直し 　　　WEB講演会
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

【日　時】　11/28（土）13：30～15：00（開場13：00～） 
【講　師】　八ツ井 慶子氏
【定　員】　50名（申込先着順）
【参加費】　無料
【締　切】　11/25（水）

新型コロナウイルスの影響で、今後の社会状況は変化していくと想定されます。この状況の中、アフター
567を見据えつつ、「今」の家計管理をどうしたらいいのか考えます。今後、家計の常識は大きく変わるはず
です。どう変わるのかを考察し、生きるヒントにしていただければと思います。“家計防衛時代”を乗り切る
ための前向きな家計管理について、ファイナンシャル・プランナーの八ツ井慶子さんより「Zoom」でお話い
ただきます。

“家計防衛時代”を乗り切ろう！
アフター567で家計の常識はどう変わる！？

コ　ロ　ナ

おうちで

“フードドライブ”とは？

家庭で余っている食品を寄付する
フードドライブにご協力ください！

家庭で余っている食べきれない食品を持ち寄り、
それを必要としている福祉団体・施設などに寄付する活動。

“もったいない”を“ありがとう”に、1人でもできる社会貢献。
ご家庭に眠っている余剰食品があればぜひお持ちください。

2020年度 第2回フードドライブ実施のご案内

家庭

フードドライブ

社会福祉協議会・自立支援センター
子ども食堂・児童養護施設など

生活困窮者や子ども食堂
児童養護施設の子どもたちに

福井県民生協で回収（ハーツやきらめきなど）

12/11　～13金 日

ハーツ全店（コンビニハーツは除きます）
大野・勝山きらめき

実施 
時期

受付
場所

受付できない食品

上記食品は、お持ちいただいても
受取できません。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

ごめんなさい…

● 賞味期限が1ヵ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、料理酒除く）

● お米（白米・玄米・アルファ米）※

● パスタ、素麺などの乾麺
● 缶詰・レトルト・インスタント食品
● 海苔・お茶漬け・ふりかけ
● 粉ミルク・離乳食・お菓子
● 調味料（醤油、食用油など）   など

1ヵ月以上賞味期限が残っている
常温保存可能なもの

寄付いただきたい食品

※お米についてはお一人、90ｋｇまで、2年以内（2018年度産）までの受入とさせていただきます。

賞味期限までに食べきれそうにない

たくさんもらって
余っている

食品ロス

世界では… 日本では…

世界全体で
生産される
食料のうちの、

食品がまだ食べられるのに捨てられてしまうこと

されています。

その量、年間

1/3が廃棄 「食品ロス」は、

646万トン
毎日おにぎりを1～2個

捨てていることになるんだ…

国民1人1日あたり食品ロス量
茶碗約1杯分のご飯の量に相当 約140g

年間 ＞

≒
廃棄される
食品のうち
可食部分と
考えられる量 357万トン 289万トン

事業系 家庭系

約13億トン

約350万トン
国連WFPによる世界全体の
食料援助量（2016年）

（農林水産省・環境省 2015年 推計データより）

第1回7月は、ハーツ全店（コンビニハーツは
除きます）、大野・勝山きらめきで、食品748
点を寄付いただき、地域の社会福祉協議会や
自立支援センター、子ども食堂など14団体に
提供しました。

フードドライブ・フードバンクに
関するお問い合わせ

表面に記載の
県民せいきょうコールセンターまで
お問い合わせください。

お申込み
お問い合わせ

右記のＱＲコードからお申込みください。
お問い合わせは表面に記載の県民せいきょうコールセンターまで。

 　　   八ツ井 慶子氏
　　　   （1973年 埼玉県生まれ）
2001年より「家計の見直し相談
センター」でファイナンシャル・
プランニング活動を始め、2013
年7月に独立し、「生活マネー相
談室」を立ち上げる。個人相談
を中心に、講演、執筆活動を行
う。著書に、『サラリーマン家庭
は“増税破産”する！』（角川oneテーマ21）、『レシート◦
×チェックでズボラなあなたのお金が貯まり出す』（プ
レジデント社）など。新聞、雑誌の取材多数。NHK『NHK
スペシャル』、『日曜討論』、TBS『あさチャン！サタデー』
などにマネーの専門家としても出演。モットーは「しあ
わせ家計」づくりのお手伝い。個々の価値観を大事にし
たプランニングを心掛けている。

講師

❶ＱＲコードにてお申込みください（お電話でのお申込みはできません）。
❷お申込み完了メールが届きます。
❸講座の前日までにお申込みいただいたメールに講座の「招待メール」が届きます。
❹当日13：00～13：30までに❸の「招待メール」に記載されているＵＲＬをクリックし参加してください。

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。　※ビデオ撮影、音声の録音はご遠慮ください。

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（Wi-Ｆｉ環境推奨）準備物

主催：福井県民生活協同組合　共催：（公社）ふくい・くらしの研究所　後援：日本コープ共済生活協同組合連合会

福井県民生協 ＬＰＡ 検索

要事前
申込み

申込みページ
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