
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）

12/12（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。

加藤 美恵子氏　　　　　10名（申込先着順）
100円（税込）　　　　　 筆記用具
大野きらめき（☎0779-66-1211）　　　　　12/10（金）

参加費

会　場

日　時

申込先 締　切

講　師

持ち物

定　員

自分だけのクリスマスリース作り内容

クラフト飾りかごを作ろう
奥越たんぽぽわたげの会主催

12/3（金）10：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
わたげの会メンバー
7名（申込先着順）
300円（税込）
厚紙の切れるはさみ、定規、筆記用具
11/15（月）11：00～

定　員

会　場

日　時

参加費

持ち物

受　付

講　師

季節のものをちょっと飾るときにグレードアップするかごです。おちょこにお花を生けたり、季節の
果物を飾ると素敵です。

身体にやさしいヨーガ教室
11/16（火）・12/21（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

きらめきファームの会主催

親子でポテトサンドを
作りましょう！

【日　時】　12/4（土）10：00～12：00
【会　場】　結とぴあ 2F 調理室
【定　員】　12名（申込先着順）
【参加費】　1人につき200円（税込）    　   
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　マスク、手拭きタオル
【受　付】　11/13（土）10：00～

きらめきの
畑で育った
野菜を使った
スープ付き

※画像はイメージです。　※サイズは約22cm×11cm×14cm。

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！

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.001082
※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。



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

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ることが、夢や希望を叶えるための第一歩です。

めざせ！家計の達人2回連続講座

いずれも

【時　間】　10：00～11：30（開場9：45～）　
【形　式】　オンラインによる配信（「Zoom」使用）　　【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】　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）

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】　11/20（土）

【日　時】　12/18（土）

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～

※いずれか1回のみのご参加も可能です。

くらしの見直し講演会 L PA（ライフプランアドバイザー）の会主催

WEB申込OK

立つ、座る、歩く、息をするといった、生活の基本動作をもとに心と体を整える、
人生100年時代の新メソッド10秒ポーズ健康法の実技とお話をします。体の力
を目覚めさせる、濃密な10秒をぜひ味わってください。

今、心身を整える～10秒ポーズ健康法～

【日　時】　11/27（土）13：30～15：00（開場13：00～）
【会　場】　武生商工会議所 パレットホール（越前市塚町101）　
【講　師】　理学療法士 福田 裕子氏　　　【定　員】　50名（申込先着順）
【参加費】　無料
【申込先】　下記コールセンターまで　　　
【締　切】　11/25（木）

お申込コード

人気の講座を
オンラインで
開催！

※生配信のため、画像が乱れる、
音声が途切れる場合もございます。
ご了承ください。

第3回認知症フォーラム

本音で語ろう「希望の持てる社会」をここから
　認知症フレンドリー社会in福井

【日　時】  11/27（土）13：30～15：15
内側から見た認知症
～本人も家族も
　お互いに楽になる方法～

認知症診断を考え・
問うことから、はじまること

基調講演❶（45分）1部

基調講演❷（30分）2部

会場でご参加の場合

【会　場】　県民せいきょう 本部センター
3F レインボーホール
（福井市開発5丁目1603番地）

【定　員】　30名（申込先着順）
【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】　300名（申込先着順）
【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）
【申込先】　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症拡大
により、会場での参加は中止になる
場合があります。その際は、オンライン
配信のみとなりますのでご了承ください。

参加費
無料

竹内 裕氏講師

樋口 直美氏講師

認知症の正しい理解と偏見のない社会実現に向けて、一緒に考えてみませんか？

お申込コード

会場からオンライン配信も
行います。視聴をご希望の方は
右記お申込コードより

会場参加、オンライン参加、
ご都合に合わせてお選びください

応募やプレゼントに関する
詳細・ぬりえギャラリーは

から
コープでPHOTO

みんなの作品は、ハーツ店頭やコープでPHOTOぬりえギャラリーで紹介中！
ぬりえギャラリーハーツ

羽水11月20日（土）応募締切

ハーツ
志比口

※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.001082

受付できない食品
●賞味期限が1ヶ月を切っているもの
●生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
●アルコール（みりん・料理酒は可） 
●開封されているもの

※未開封で1ヶ月以上賞味期限が残っている常
温保存可能なもの。少量でも、コープ商品以外
でも受付します。お米はお1人90kgまで、2019
年産以降のお米とさせていただきます。

●パスタ・素麺などの乾麺
●白米・玄米・アルファ米
　（保存食）などのお米
●缶詰・レトルト・インスタント食品
●海苔・お茶漬け・ふりかけ
●調味料（しょうゆ・食用油など） 
●粉ミルク・離乳食・お菓子 など

●パスタ・素麺などの乾麺
●白米・玄米・アルファ米
　（保存食）などのお米
●缶詰・レトルト・インスタント食品
●海苔・お茶漬け・ふりかけ
●調味料（しょうゆ・食用油など） 
●粉ミルク・離乳食・お菓子 など

寄付対象食品 今回は、福井県共
同募金会の要請
を受けて生理用
品も受付します

【日　時】  12/10（金）～12（日） 営業時間内
【会　場】　ハーツ全店（コンビニハーツは除きます）

勝山きらめき・大野きらめき

【日　時】　12/7（火）～9（木） 8：30～15：00
【会　場】　大野市役所・市内各地区公民館
【お問い合わせ先】　大野市役所 環境・水循環課 （0779-64-4828）

大野市でも開催します

詳細はこちら

年末フードドライブに
ご協力ください！
“もったいない”を“ありがとう”に
1人でもできる社会貢献

京都大学医療技術短期大学部 理学療法学科卒。放送大
学 教養学部（発達と教育専攻）卒。理学療法士。（一社）働
く人の健康と安全を守る会 監事。株式会社スタジオユウ 
代表取締役。趣味や特技は登山、三味線、小唄。息子3
人、51歳。福井のゆうこりんとして活動中。著書『一生歩
ける体をつくる10秒ポーズ健康法』サンマーク出版。

お申込み後
後日メールにて
詳細をお送り
します

まだ間に合います！
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