
福祉事業部主催

健康フェア 2021
【日　時】  10/16（土）13：30～15：00

身体にやさしい
ヨーガ教室
10/19（火）・11/16（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
受付中受　付

定　員

参加費

会　場

日　時

講　師

持ち物

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）

WEB申込OK

11/14（日）9：30～12：00
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または中止になる場合がございます。

筒井 玲子氏（ゆらぎ整体ももいろ）
10名（申込先着順） 　　　　100円（税込）
筆記用具、動きやすい服装
大野きらめき（☎0779-66-1211）
11/12（金）

定　員

会　場

日　時

持ち物

参加費

申込先

締　切

講　師

ゆらら式 足分析～足から読みとる あなたの体調～内容

養生のススメ～こころとからだを整える～
くらしの中でできる“養生”を知り、健康づくりの
ヒントをお伝えいたします。

・食からできるからだの整え方
・暮らしの動きで元気になる
 からだの使い方

基調講演第1部

実践編第2部

会場でご参加の場合（ハーツわかさより中継）

【会　場】　大野きらめき 2F 多目的集会室
　　　　　ハーツはるえ・学園 組合員集会室
【定　員】　各会場10名（申込先着順）
【持ち物】　筆記用具、動きやすい服装
【申込先】　下記コールセンターまで

【形　式】　オンラインによる配信
　　　　　（「Zoom」使用）
【定　員】　100名（申込先着順）
【申込先】　右記お申込コードより

オンラインでご参加の場合

お申込コード

※新型コロナウイルス感染状況により、会場での開催を
　中止しオンライン参加のみとなる場合がございます。

参加費
無料

養生とは、人間のからだの状態
を整えること。また、積極的に
健康になろうという考え方

理学療法士
山中 雄大氏

講師

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

詳細・お申込みは
こちら

WEB申込のみ

家を建てたい！車を買いたい！子どもを大学に…などみなさん夢や希望をお持ちですよね。
わが家のライフプランを立てて、夢や希望へのステップを踏みましょう！

福井ユナイテッドFC×県民せいきょう コラボ企画

子どもの食事と体力づくり＆
子ども向けサッカーミニ講座

スポーツをする子どもの食生活や家での体力づくりのためのトレーニング方法について、福井ユナ
イテッドFCのスタッフからお話をいただきます。また選手によるサッカーのドリブル、リフティング
などのコツや上達方法についてのミニ講座を行います。

めざせ！家計の達人2回連続講座
子育て世代の
方のための

いずれも
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム　　【対　象】　子育て世代（お子さまが中学生くらいまでの方）
【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

2回参加
された方には、
生協の家計簿を
プレゼント！

わが家のライフプラン～家族の幸せのためにできること～1回目

2回目

【日　時】　10/26（火）10：00～12：00

【日　時】　11/29（月）10：00～12：00
わが家にピッタリ！のお金の上手な使い方～成功する家計管理のコツ～【日　時】　10/16（土）14：00～15：15（開場13：45～）

【形　式】　オンラインによる配信（「Zoom」使用）　  　　　  【講　師】　福井ユナイテッドFC
【対　象】　スポーツをしている、またはこれから始めようと思っている小学生～中学生と保護者
【定　員】　30組（申込先着順）      　【参加費】　無料    　   【締　切】　10/15（金）　
【申込先】　WEBにてお申込みください ※お申込み後、確認メールをお送りします。

※いずれか1回のみのご参加も可能です。

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！

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10・11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！

生協の
組合員活動
ブログ
くみかつ応援日記

み
に
き
て
ね
♪

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.000980
※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。



（公社）ふくい・くらしの研究所

身につけよう！
生活に必要な金融の
知識と判断力

現代の社会では、誰であっても、生涯にわたって
様々な金融商品と関わりを持つことになります。
社会人として経済的に自立し、より良いくらしを送
るために、金融に関する知識と判断力を身につけ
ましょう。

アフターコロナを
生き抜くための知恵
～損をしたくない人の心理学～
時代の変化が激しくなるにつれて、複雑さを増し
てきた世の中の経済活動。今こそ経済の知識が強
い味方。人生において大きな失敗をしないために
も行動経済学の視点から学び、知識だけではなく、
生活の知恵を身につけましょう。

【日　時】　11/13（土）13：30～15：00
【講　師】　株式会社オフィス・リベルタス
　　　　　経済コラムニスト 大江 英樹氏

【日　時】　11/3（水・祝）13：30～15：00
【講　師】　（公社）日本消費生活アドバイザー・
　　　　　コンサルタント・相談員協会 
　　　　　西日本支部消費者教育研究会
　　　　　代表 消費生活アドバイザー 田村 富美氏

おうちから参加できます♪
オンライン「Zoom」で開催
おうちから参加できます♪
オンライン「Zoom」で開催

福島ひまわり開花報告！
東日本大震災の被災地・福島県の復興を支援する「福島ひまわり里親プロジェクト」に大野きらめきとして参

加し、福島のひまわりをご利用者と栽培してきましたが、9月中旬に無事開花させることができました！地域の

里親として、ご家庭で育てていただいた組合員さんや地域住民さんからも開花のお知らせが届いています。あ

りがとうございます。今後は1か月半～2か月後にできる種を福島へ送り、障がい者施設の就労支援の活動に

役立てていただきます。

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

×

おなまえ
（ペンネーム）
（おおきくかいてね！）

さい
（任意）

おなまえ
（ペンネーム）
（おおきくかいてね！）

さい
（任意）

各部門1名様（合計2名様）に
お買い物券2000円分
＋コープ商品3点詰め合わせ

ハーツ
賞

25名様に
お買い物券

500円分
ニコニコ
賞

参加賞

A
ハーツで応募の方

各店先着100名様に
コーすけ
ハンドタオル！

ぬりえダウンロード・
応募フォーム・詳細・
ぬりえギャラリーはこちら

コープでPHOTO

ハーツで応募1

コープでPHOTOで応募2

インスタグラム・ツイッターで応募3
参加賞

B
コープでPHOTO・
SNSで応募の方

２０ポイント進呈！

プレゼント

どなたでも応募いただけます。ハーツ各店または
ハーツきっずに設置のぬりえをお持ち帰りいただく
か、コープでPHOTOからダウンロードいただき、
ぬりえを塗ってご応募ください。

10月1日（金）～
11月20日（土）

応募期間

応募方法入賞・当選者は、1月中旬に
ホームページやハーツ各店、SNSにて発表します

お申込み 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

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。

いずれも
【形　式】　オンラインによる配信（「Zoom」使用）　　　　【対　象】　一般県民
【定　員】　30名（申込先着順）　　　【参加費】　無料　　【締　切】　各開催日の5日前

WEB申込のみくらしの講座 受講者募集！

ぬりえギャラリー

11月1日はハーツの誕生日！皆さまに感謝の気持ちをこめて、ハーツ各店、コープで
PHOTO、インスタグラム、ツイッターで『ハーツぬりえキャンペーン』を同時開催！家族
みんなで楽しいおうち時間をお過ごしください♪キャンペーンに参加してプレゼント
をもらっちゃおう♪

ハーツタウン部門コーすけ部門

※お1人様1回限り
※ポイント進呈は、組合員
　お1人様いずれか1回限り
　(2022年1月中に進呈)

種は、種から
油を搾って

バスの燃料に
するそうです

作品は
ぬりえギャラリーで

紹介

※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.000980


