
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

ドレミの会主催

夏休みですね！おいしいおやつを作りましょう！
【日　時】　7/26（月）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】　1人につき300円（税込）　
【持ち物】　エプロン、三角巾、マスク、手拭きタオル
【受　付】　7/12（月）10：00～

ぐるぐる主催

天然精油を使用。合成香料や着色料、保存料は不使用です。

【日　時】　8/11（水）①10：00～10：40 ②11：00～11：40
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室 
【定　員】　各10名（申込先着順）
【参加費】　1本（50㎖）300円（税込）
               ※作りたい本数があれば申込時にお伝えください。
【持ち物】　手拭きタオル　   【受　付】　7/10（土）9：30～
※香りは4種類から選べます。
※ビワの葉エキス（完成品）も購入できます。

アロマオイルで手作り
マスクスプレー＆アウトドアボディスプレー

食育の会主催

ゼラチンを使ってゼリーを作ります。2層に分かれる秘密について学習しましょう。親子で参加してくださいね。

【日　時】　7/27（火）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【講　師】　食育の会        　　　　　　　   　【対　象】　小学4～6年生の親子
【定　員】　8名（申込先着順）　　　　　　　   【参加費】　１人につき100円（税込）
【持ち物】　筆記用具、エプロン、手拭きタオル　【受　付】　7/12（月）10：00～

不思議！！２層に分かれるゼリーを作ろう

くれよんの会主催

折り紙で フラワーリースを作りましょう！
折り紙で花と葉を作り、立体感のあるリースになります。

【日　時】　7/31（土）10：00～11：30　 
【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】　100円（税込）
【持ち物】　はさみ、お持ち帰り用の袋
【受　付】　7/10（土）10：00～

メニュー（予定）

・白玉団子のパフェ

お りの りで

お の と

と

での
の の の

お

※サイズは約直径26cm。
※画像はイメージです。

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7・8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。
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7/1（木）～
8/31（火）

キャンペーン期間

【日程・会場・定員】
8/20（金） ハーツさばえ ふれあいルーム 　　12名
8/24（火） ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム 12名
8/30（月） ハーツつるが オアシス   　　　　　8名

【日程・会場・定員】
7/26（月） ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム 12名
7/29（木） ハーツはるえ ひまわりルーム 　　10名
7/30（金） ハーツさばえ ふれあいルーム 　　12名

これからの生き方を考える
エンディングノート

「エンディングノート」とは、今までの自分を振り返り
必要な準備をするための「ノート」です。私の生きた
道、これからの生きる道を整理しましょう。

L PA（ライフプランアドバイザー）の会・生協葬祭みれい主催

※申込先着順

【時　間】　10：00～11：30
【講　師】　LPA（ライフプラン
　　　　　アドバイザー）の会
【参加費】　100円（税込）
【持ち物】　筆記用具

いずれも

オンラインで楽しく学んで自由研究♪参加費無料！

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

7/24（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
ラジオペンチ、セロハンテープ

日　時

講　師

準備物

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。

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

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。 

お申込み・お問い合わせ

「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

（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第1地区本部主催

生協のキッチンカー「ハーツキッチン」。一度、見学してみませんか？

【日程・会場】　7/24（土） ハーツ羽水 組合員集会室
　　　　　　 7/31（土） ハーツ学園 3F さくらルーム

▲インスタグラム
　ハーツキッチン

組織ネットワーク支援部主催

スキルアップ講座

【日　時】　8/25（水）10：00～11：30
【会　場】　県民せいきょう 本部センター（福井市開発5丁目1603番地）
　　　　 ハーツはるえ・さばえ・つるが・わかさ 店舗内組合員集会室
【講　師】　天谷調理製菓専門学校 学科長 管理栄養士 吉田 明日香氏 
【定　員】　各会場10名（申込先着順）　【参加費】　無料
【持ち物】　筆記用具　 　　　　　　　　【締　切】　8/20（金）

ハーツキッチンがやって来る！
脳トレで楽しく脳を活性化！

L PA（ライフプランアドバイザー）の会・生協葬祭みれい主催

▲インスタグラム
ハーツキッチン

生協の活動に興味のある方！何かを始めたい方！ぜひともご参加ください。講師はオンラインでご講演いただきます。
くらしの中で活かせる新たな学びや、新しい仲間との交流を一緒に楽しみましょう！

腸環境を改善し、食生活を見直すことで免疫力アップにつながります。また、家庭の料理をちょっとだけ工夫し、新型
コロナウイルスに負けない体をつくりましょう。

【食生活】コロナに負けない食生活
　　　　～腸活食で免疫力アップ～

第1回

WEB申込OK

WEB申込OK

▲詳細はこちら

【時　間】　10：00～11：00　【定　員】　10名（申込先着順）
【受　付】　7/10（土）10：00～　

いずれも

参加費
無料

エシカル商品の
お土産あり

ハーツ笑顔でありがとうの
感謝企画50品目

×
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」またはInstagramで『ハーツ笑顔でありがとうの感謝企画50品目』の
商品、または対象商品を使ったお料理をご投稿ください。

★Instagramでは #コープでphoto と  #ニコニコ感謝キャンペーン の
　2つの#（ハッシュタグ）を付けてください。

「コープでPHOTO」またはInstagramで『ハーツ笑顔でありがとうの感謝企画50品目』の
商品、または対象商品を使ったお料理をご投稿ください。

★Instagramでは #コープでphoto と  #ニコニコ感謝キャンペーン の
　2つの#（ハッシュタグ）を付けてください。
★Instagramでは #コープでphoto と★Instagramでは #コープでphoto と★Instagramでは #コープでphoto と★Instagramでは #コープでphoto と★Instagramでは #コープでphoto と #ニコニコ感謝キャンペーン の#ニコニコ感謝キャンペーン の#ニコニコ感謝キャンペーン の#ニコニコ感謝キャンペーン の#ニコニコ感謝キャンペーン の

+

笑顔で

ありが
とう

投稿いただいた方の中から抽選で合計25名様に
「コーすけエコバッグ（1点）」と
「　バウムクーヘン（1点）」をプレゼント!!

投稿いただいた方の中から抽選で合計25名様に
「コーすけエコバッグ（1点）」と
「　バウムクーヘン（1点）」をプレゼント!!
キャンペーン終了後厳正なる抽選の上、9月下旬にホームページにて発表します。
※「コーすけエコバッグ」の色や「　バウムクーヘン」の種類は選べません。
※当選はお1人様1回限りとします（複数投稿大歓迎）。

++

対象商品、詳細はこちら（コープでPHOTO）対象商品、詳細はこちら（コープでPHOTO）

　コープでPHOTOの
投稿には20ポイント進呈！

対象商品

プロが教える
遺品整理＆家屋解体費用の目安
遺品整理や家の解体って「高い」と思われている方も多い
のではないでしょうか?専門家のわかりやすい解説であ
なたの不安を解消します。

生協葬祭みれい主催

※申込先着順

【時　間】　10：00～11：30
【講　師】　（株）北陸遺品整理
　　　　　　代表取締役 中村 彰宏氏
【参加費】　300円（税込）
　　　　　（みれい会員は無料 ※当日入会可能）
【持ち物】　筆記用具

いずれも

キャンペーン期間「コープでPHOTO」またはInstagramで『ハーツ笑顔でありがとうの感謝企画50品目』の「コープでPHOTO」またはInstagramで『ハーツ笑顔でありがとうの感謝企画50品目』の「コープでPHOTO」またはInstagramで『ハーツ笑顔でありがとうの感謝企画50品目』の「コープでPHOTO」またはInstagramで『ハーツ笑顔でありがとうの感謝企画50品目』の「コープでPHOTO」またはInstagramで『ハーツ笑顔でありがとうの感謝企画50品目』の

ありが
とう

ありが
とう

ありが
とう 20ポイント

ニコ　＋ニコ　感謝キャンペーン25 25

※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
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