
ハーツはるえハーツはるえ ハーツ志比口ハーツ志比口
福井福祉委員会・きらめきくらしのサポート主催 フィオーレの会主催

クラフトカゴを作りましょう
【日　時】　7/14（水）10：00～12：30
【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】　300円（税込）　
【持ち物】　厚紙の切れるはさみ、
　　　　　メジャー、
　　　　　目打ち（あれば）、
　　　　　洗濯ばさみ20個、
　　　　　筆記用具
【受　付】　6/12（土）10：00～

パレットの会主催

スマイルヨガ
【日　時】　7/15（木）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ 
　　　　　ひまわりルーム
【講　師】　竹生 美由紀氏
　　　　　（ヨガインストラクター）
【定　員】　12名（申込先着順）　
【参加費】　300円（税込）
【持ち物】　バスタオルまたはヨガマット、
　　　　　汗拭きタオル、飲み物
【受　付】　6/21（月）10：00～

【日　時】　6/29（火）9：30～12：30
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【定　員】　8名（申込先着順）　【参加費】　300円（税込）
【持ち物】　厚紙の切れるはさみ、メジャー、洗濯ばさみ
　　　　　5個程度、筆記用具
【受　付】　6/12（土）9：30～

楽がくサロン！
～オシャレなクラフトテープで
可愛いカゴを作りましょう～

ハーツ羽水ハーツ羽水
ぐるぐる主催

草木染めを学びましょう
自宅で草木染めを始めてみませんか？玉ねぎの皮、よもぎの葉な
どで染めてみましょう。

【日　時】　7/14（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　300円（税込・マスク1枚付）
【持ち物】　エプロン、手拭きタオル
【受　付】　6/19（土）9：30～

きらめきくらしのサポート主催

きらめきくらしのサポート説明会と夏観葉の苔山作り
「活動に興味があるんだけど私にできるかな？」という方はこの説明会に
ぜひ参加してみてください。 

【日　時】　7/16（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室　　【講　師】　大久保 裕介氏
【定　員】　10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）
【参加費】　700円（税込）　　　　　　　【持ち物】　エプロン
【受　付】　6/14（月）10：00～　　　  　【締　切】　7/10（土）

夏を楽しむ
多肉植物の寄せ植え教室

あじさいの会主催

【日　時】　7/9（金）13：30～15：00
【会　場】　三国コミュニティセンター
　　　　　（坂井市三国町神明1丁目4-20）
【講　師】　大久保 裕介氏
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　800円（税込）
【受　付】　6/12（土）9：30～ 

※作品の見本です。
※観葉植物を使用します。

窓の会主催

もしもの時に役に立つ！
エンディングノートを作りましょう！
今までの自分、これからの自分を見つめ直してみませんか？子
ども達に残したい言葉、伝えたいことを書き留めてみましょう。

身近な
もので

当日完成品
販売あり

※染めるものを購入できます。

ハンカチ入れや
カトラリーケース

でもOK

※画像はイメージです。
※サイズは約縦28cm×
　横11ｃｍ×高さ8ｃｍ。※画像はイメージです。

【日　時】　6/25（金）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　LPA（ライフプランアドバイザー）の会
【定　員】　5名（申込先着順）
【参加費】　100円（税込）　
【持ち物】　筆記用具、飲み物
【受　付】　6/12（土）10：00～

福井福祉委員会、きらめきくらしの
サポートの説明もあります

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6・7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。

！

※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。

●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！

生協の
組合員活動
ブログ
くみかつ応援日記

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

※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。

お問い合わせNo.000666



コープでPHOTO 検索

県民せいきょうのコープ商品おしゃべりサイト

写真の投稿には

1投稿20ポイント進呈

「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！

クチコミ

うみちゃんさんの投稿より

「う～ん。たまらん」
フルーティーな甘味と酸
味。癖になります…。サイ
ズもちょうどいい♪

おすすめドリンクをご紹介おすすめドリンクをご紹介

どなたでも
ご覧に
なれます

オンラインで楽しく学んで自由研究♪

（公社）ふくい・くらしの研究所 第24回総会記念公演会

吉本芸人の本気の笑いをあなたに! 笑って学ぶSDGs

【日　時】　7/3（土）13：00～14：30（開場12：30～）
【形　式】　「Zoom」を使ったオンライン公演会
【出演者】　吉本住みます芸人（ぶんぶんボウル、
　　　　　飯めしあがれこにお、カリマンタン、笑福亭 笑生）
【対　象】　一般県民（子どもから大人まで）
【定　員】　100名（申込先着順）　　【参加費】　無料
【準備物】　インターネットにつながる環境のパソコンかタブレット
　　　　　（Wi-Fi環境推奨）※「Ｚｏｏｍ」の設定は各自でお願いします。
【締　切】　6/30（水）

吉本住みます芸人の「SDGs×お笑い」公演会を開催します!最近よく耳にするようになった「SDGs」という言葉。で
も、「実はなんとなくしか分からない」という方も多いのでは?そこで、私たち一人ひとりの未来に大きく関わるSDGs
について、笑いを交えながら、みんなで楽しく学びましょう!

お申込み・お問い合わせ
下記のお申込コードを読み取りいただくか、
くらなびHP（https：//www.kuranavi.jp）から
お申込みください。

（公社）ふくい・くらしの研究所

☎0776-52-0626
【受付時間】平日 9：00～18：00

後援：福井県、福井新聞社、ＦＢＣ、福井テレビ

お申込コード

くらしの見直し WEB講演会  L PA（ライフプランアドバイザー）の会主催

人生100年時代の「しあわせ老後」のナビゲーション
しあわせな老後を過ごすために、自分の未来を描いて人生100年時代に備えましょう。知ってトクする「し
あわせ老後」の鍵と「ビンボー老後」の分岐点について、元気が出るお金の相談所の安田まゆみさんにお話
しいただきます。

【日　時】　6/26（土）13：30～15：00（開場13：00～）
【形　式】　「Zoom」を使ったオンライン講演会
【定　員】　50名（申込先着順）　【参加費】　無料
【準備物】　インターネットにつながる環境のパソコンか
　　　　　タブレット（Wi-Fi環境推奨）
　　　　　※「Ｚｏｏｍ」の設定は各自で
　　　　　　お願いします。
【締　切】　6/25（金）

お申込コード

※6/25（金）にメールで
　詳細をお送りします。

おうちで

参加費無料！

WEB申込

講師

シニアのライフプラン、おひとり様の老
後マネー、親の介護問題や財産管理、相
続など有料相談をメインに、執筆やセミ
ナーなどで情報を発信。実父と舅を看取
り、現在は認知症の姑、心臓病の母親の
介護中。近著に「そろそろ親とお金の話
をしてください」（ポプラ新書）がある。

元気が出るお金の相談所 
所長・マネーセラピスト
安田 まゆみ氏

ドレミの会主催

グランドゴルフをしましょう！
【日　時】　6/29（火）10：00～11：30（9：50に余熱館下の広場にお集まりください）
【会　場】　余熱館ささおか（あわら市笹岡32-88-2）
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　200円（税込）
【持ち物】　帽子、タオル、手袋、動きやすい服装で※クラブはこちらで準備します。
【受　付】　6/12（土）10：00～

熊坂川

余熱館
ささおか
★

金
津
丸
岡
線

福
井
バ
イ
パ
ス

轟産業 
金津支店

大陽
自動車

大宮
神社

みぃさんの投稿より

「夏の私のコーヒーと、ケーキ◎」
夏に向けて「　 アイスコーヒー無糖ブラック」を、今年も定期購
入開始です。コスパが最高！！「　 コープ低
脂肪牛乳」は通年で定期
購入です。私のお気に入り
は、コーヒー5：牛乳1ぐら
いの割合です。今日は、美
味しいケーキと♪

7/22（木・祝） 10：00～11：30
料理アドバイザー 清水 知美氏

日　時

講　師

7/26（月） 10：00～11：30
LPA（ライフプランアドバイザー）の会

日　時

講　師

7/24（土） 10：00～11：30
NPO法人エコプランふくい 
事務局長 吉川 守秋氏

日　時

講　師

食中毒に注意！発酵とカビの違いとは？
発酵を利用してパンを作ろう！
発酵のキホンを知っていますか？ふわふわパンを作っ
て、発酵を促す微生物、カビや酵母について学び、食の
安全・安心について考えましょう。

親子で考えよう！
子どもと一緒に備える防災
クイズをしたり、身近なものを使って防災時に役立つ
ものを作ったり、楽しみながらもしっかりと防災意識
を高めましょう！

ソーラーでブルブル動く
虫を作ろう！

クリップなどでオリジナルの虫を作って、ソーラーでブ
ルブル動かします。発電する仕組みや地球の環境問題
について学びましょう。 

「Zoom」を使ったオンライン講座
小学生とその保護者
各企画 親子15組（申込先着順）
インターネットにつながる環境の
パソコンかタブレット（Wi-Fi環境推奨）
※「Zoom」の設定は各自でお願いします。

各開催日の5日前まで

定　員

対　象

形　式

準備物

締　切

い
ず
れ
も

お申込み・お問い合わせ

（公社）ふくい・くらしの研究所

☎0776-52-0626 【受付時間】平日 9：00～18：00

お申込コード

右記のお申込コードを読み取りいただくか、
くらなびHP（https：//www.kuranavi.jp）
からお申込みください。

お申込み・お問い合わせ

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。

夏休み親子体験講座

※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。

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

お問い合わせNo.000666


