
くらしの見直し学習会 L PA（ライフプランアドバイザー）の会主催

知っておきたい医療保障
～もう迷わない！

本当に必要な医療保障って？～
病気になったら、医療保障っていくらかかるの？まずは公的な医
療保障と民間の医療保障の違いを知ることから始めましょう。

【日　時】　5/31（月）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　100円（税込・資料代）
【持ち物】　筆記用具、電卓

L PA（ライフプランアドバイザー）の会ご案内

LPAの会新規メンバー（LPA養成セミナー受講者）募集
ライフプランニングについてのアドバイスと、くらしの
見直し学習会を行う専門知識を持つ活動組合員を募
集、養成します。メンバーになるためには、資格が必要
となります。資格取得後はくらしの見直し学習会の講
師として活動していただきます。まずはライフプラン
アドバイザー養成セミナーを受講し資格取得をめざし
ましょう。なお、同資格はＦＰ（ファイナンシャル・プラン
ナー）3級程度の知識が身につきます。

申込みページ

大野きらめきへの
タオル寄贈御礼

前回のイベントチラシで、未使用タオルを募集
したところ、たくさんのタオルが集まりました。
そのタオルで利用者さんが雑巾作りを始めて
おり、地域に寄贈していけそうです。
ご協力いただいた組合員のみなさまありがと
うございました。
宅配での回収は3月31日（水）で終了させてい
ただきますが、大野きらめきへのお届けは随時
受付けております。
今後ともよろしくお願いいたします。

身体にやさしい
ヨーガ教室
4/20（火）・5/18（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（税込）
バスタオルまたはヨガマット、
動きやすい服装
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活動内容は
こちらから ▼

LPA（ライフプランアドバイザー）養成セミナー 受講概要

❶募集条件 •組合員であること　•修了後最低2年間はＬＰＡの会の活動に参加すること
•すべての講座を受講して、修了試験を必ず受けること

❷受 講 料 40,000円（税込）（ＬＰＡ登録後20,000円を還元します。実質自己負担額20,000円）

❸募集締切 4/27（火）

❹受講
　スケジュール

 7 月…第1クール 社会保険
 8 月…第2クール 生命保険・金融
 9 月…第3クール 税金・不動産・相続
11月…修了試験

お申込みいただいた方には、活動内容や
受講概要についての説明会を開催します。
後日改めて連絡し、
日程調整させていただきます。
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大野きらめき 2F 多目的集会室
※新型コロナウイルスの関係で場所の変更又は中止になる場合がございます。

各10名（申込先着順）　　　　　各100円（税込）
大野きらめき（☎0779-66-1211）
①4/9（金） ②5/7（金）

定　員 参加費

会　場

申込先

締　切

大野きらめき認知症カフェ 結のカフェ
大野きらめき主催（大野市委託事業）

①簡単にできるハンドマッサージ
　～肩こりも予防しましょう～

4/11（日）9：30～12：00
筒井 玲子氏（ゆらぎ整体ももいろ）
筆記用具、手拭きタオル

日　時

講　師

持ち物

②ケアビクス体験
　～座ってできる有酸素運動～

5/9（日）9：30～12：00
きらめき職員
筆記用具

日　時

講　師

持ち物

福祉の専門的な知識を
持つスタッフに認知症のことや
日々の生活で心配なことを
気軽に相談することもできます
ぜひ一度、遊びに来てください！

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4・5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。
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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



「困った時はお互いさま」の気持ちで、
生活の中のちょっとした困りごとを助け合うサポート制度です。活動は有償で行っています。

きらめき
くらしのサポート

※サポーター手当800円（1時間）～＋交通費。

※年度登録費は、サポーターの研修、パンフレット
　（広報案内）作成費などに活用させていただきます。

※時間外は事務局にご相談ください（料金割り増し）。

※土・日・祝日は1時間あたり100円増しとなります。

※お休み：12/29～1/3 （要相談）。

※介護保険に伴う身体介護は除きます。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

サービス内容と利用料金
（
税
込
）

家事支援
●掃除　●洗濯
●食事づくり

1,020円1時間

育児支援
●産前産後のお手伝い
●家事支援 など

1,020円1時間

イベント託児
●イベントなどでの託児

1,020円1時間

雪かきなど
●雪かき（地上作業）
●家具の移動 など

2,050円1時間

草取り
●庭や玄関先の草取りなど

1,120円1時間

●病院の付き添い
●薬の受け取り など

生活支援

1,020円1時間

9：00～19：00（月～日）

1,000円年度登録費

サービス提供

きらめきくらしのサポート

TEL.0776-52-0655
お問い
合わせ

（平日9：00～17：00）

活動いただける

サポーターさん
募集中！

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!

主催／第1地区産
直協議会

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

「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。
美味しい食べ方や料理のコツなど、組合員のみなさんからたくさんの投稿が届いています。
みなさんもぜひご覧くださいね。投稿もお待ちしています！

コープでPHOTO 検索

写真の投稿には

1投稿20ポイント進呈

「ヨーグルトを食べる時には」
ヨーグルトに、「　北海道の
大豆100％使用きな粉」（砂糖
なし）と、酵素青汁の素をかけ
てみました。きな粉をかけた
方は、香ばしくて、イソフラボ
ンも補給できて一石二鳥も一
石三鳥にもなりました。

【日　時】　5/1（土）9：30～12：00
【会　場】　大野きらめき 駐車場
※苗を持ち帰るための容器はご持参願います。

夏野菜の苗販売
産直生産者 石黒農園さんの苗を販売します。トマトやなす、きゅうりなど定番の
夏野菜の苗はもちろん、多数の品種をご用意します。

石黒さんの苗で
元気な野菜を

育ててみませんか？

※苗を持ち帰るための容器はご持参願います。

どなたでも
ご覧に
なれます

じっぽちゃんさんの投稿より

「かなりおすすめ。
 あずきバナナヨーグルト」
ヨーグルトにバナナと「　ゆで
あずき（北海道産小豆使用）」。和
のスイーツのような美味しさ。お
すすめです！

「ブルーベリーヨーグルト
 シャーベット」
ヨーグルトに「　国産さとうきびの砂
糖」と「　ブルーベリー」をたっぷり入れ
て冷凍しました。美味しいブルーベリー
ヨーグルトシャーベットになり、子どもの
おやつにちょうどいいです。

eiさんの投稿より ミーヤさんの投稿より

※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。 No.000502

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




