
※定員になり次第締め切ります。申し込み締切日を過ぎても定員に達していない場合は、申し込みを受け付ける場合もございます。下記までお問い合わせください。

※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
　ご案内に利用させていただきます。
※受付時間外は、音声ガイドにて、
　お問い合わせの受付と連絡先を
　ご案内しております。またはハーツサービスコーナーまで

お申し込み
お問い合わせ 受付時間／月～金 午前8時30分～午後8時

              土曜　 午前9時～午後5時 電話番号のかけ間違いがないように、番号を確かめてからおかけください。

生協の組合員活動ブログ

くみかつ応援日記イベント案内イベント案内
ハーツつるがハーツつるがハーツつるがハーツつるが
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日付　曜日　　　　　　　　イベント内容

第3地区本部×ふくい・くらしの研究所コラボ企画
「男の料理in敦賀 Ｇ-Ｇクッキング特別編
 日本酒に合うおつまみメニュー」
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コープの会 キッチュ 「春の親子レク会」

コープの会 健康体操 「健康体操」

コープの会 健康体操 「健康体操」

コープの会 健康体操 「健康体操」

コープの会 マミーサポート
「親子で海へ行こう！ 漁業体験と環境学習」

ハーツつるがオリジナル企画
「プチ・お菓子作り～基礎編～」

ハーツつるがオリジナル企画
「プチ・お菓子作り～実践編～」

ＬＰＡの会
「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?～」

コープの会 絵本であそぼ。
「ハンギングバスケットに、挑戦！」

コープの会 クローバー
「お菓子づくり ホワイトチョコレートロール」

コープの会 ハンドメイド
「おしだ先生のお料理教室」

活動カレンダー

第3地区本部×ふくい・くらしの研究所コラボ企画

【日　時】① 基礎編
　　　　　5/  8（水） 「マカロンとおまけメニュー」
　　　　② 実践編
　　　　　5/27（月） 「いちごのヨーグルトムースとおまけメニュー」
　　　　いずれも10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】後藤 加奈さん（ウフ パティシエ）
【定　員】各16名（応募多数の場合は抽選。お断りする場合のみご連絡いたします）
【参加費】各600円
【持ち物】①筆記用具 ②エプロン、三角巾、手拭きタオル、筆記用具
【受　付】ハーツつるが サービスカウンターでも受付しております。
【締　切】①5/2（木・祝） ②5/24（金）

ハーツつるがオリジナル企画

男の料理in敦賀 Ｇ-Ｇクッキング特別編
日本酒に合うおつまみメニュー

～料理を学びたい男性向けの料理教室～

男の料理in敦賀 Ｇ-Ｇクッキング特別編
日本酒に合うおつまみメニュー

～料理を学びたい男性向けの料理教室～

コープの会 キッチュ主催

【日　時】5/2（木・祝）16：00～19：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】鴛田 洋美さん
【対　象】料理をあまりしたことのない男性
【定　員】12名（申込先着順）
【参加費】1,200円（くらなび会員は1,000円）
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】受付中
【締　切】4/30（火・祝）

春の親子レク会春の親子レク会

プチ・お菓子作りプチ・お菓子作り
少しのコツがわかるとお菓子作りが楽しくなります!!

コープの会 健康体操主催

健康体操
毎日の生活を生き生きと過ごすために、心身共に健康になるきっかけをヨガ・ピ
ラティスで始めていきましょう！

【日　時】5/5（日・祝）10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】丸岡 美江子さん（福井県太極拳連盟 敦賀太極拳 宙）
【対　象】発達の気になるお子さまと保護者
【定　員】親子10組（申込先着順）
【参加費】親子1組300円（追加 子ども1人100円）
【持ち物】汗拭きタオル、動きやすい服装でお越しください。
【受　付】受付中
【締　切】4/27（土）

発達が気になるお子さま、その家族を中心に集まっている会です。今回は太極拳
体験と母の日のプレゼント作りを一緒にしてみましょう♪

【日　時】5/17（金）13：30～14：30
　　　　5/20（月）・5/31（金）10：00～11：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】川島 香さん（NPO法人ジェリービーンズ）
【定　員】各20名（応募多数の場合は抽選。お断りする場合のみご連絡いたします）
【参加費】各300円
【持ち物】ヨガマット又は大判タオル、飲料、タオル、動きやすい服装でお越しください。
　　　　※貸し出し用ヨガマット（100円）あります。
【締　切】各予定日の1週間前まで

5/1　　　▶5/31金水・祝

お気軽に
ご参加

ください♪

初めての方もお気軽に
ご参加ください

メニューは
お楽しみ



※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
　ご案内に利用させていただきます。
※受付時間外は、音声ガイドにて、
　お問い合わせの受付と連絡先を
　ご案内しております。

お申し込み
お問い合わせ

電話番号のかけ間違いがないように、番号を確かめてからおかけください。

やむを得ない事情で申し込みをキャンセルされる場合は、
わかり次第コールセンターか開催場所のお店まで

ご連絡をお願いいたします。 受付時間／月～金 午前8時30分～午後8時
              土曜　 午前9時～午後5時またはハーツサービスコーナーまで

イベント案内イベント案内

※定員になり次第締め切ります。申し込み締切日を過ぎても定員に達していない場合は、申し込みを受け付ける場合もございます。下記までお問い合わせください。

ハーツタウンわかさハーツタウンわかさ

ハーツつるがハーツつるが

好きな花を寄せ植えして、壁やフェンスにかけ
たり、ぶら下げたり。コツを教えていただき、ボ
リュームたっぷりで華やかな寄せ植えを作って
みましょう。
【日　時】5/26（日）10：30～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】ランドスケープ 青池さん
【定　員】15名（申込先着順）
【参加費】2,700円
【受　付】4/20（土）10：00～

ハンギング
バスケットに、
挑戦！

ハンギング
バスケットに、
挑戦！

【日　時】5/20（月）10：30～12：30
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】後藤 加奈さん（ウフ パティシエ）
【定　員】12名（申込先着順）
【参加費】700円
【持ち物】エプロン、三角巾、筆記用具
【受　付】4/20（土）10：00～

コープの会 クローバー主催

コープの会 マミーサポート主催

甘橘ゼリーは、作り方をお聞きして試食します。

お菓子づくり
「ホワイトチョコレート

ロール」

お菓子づくり
「ホワイトチョコレート

ロール」

親子で海へ行こう！
漁業体験と環境学習

【日　時】5/19（日）9：30～12：30　　　【会　場】小浜市矢代漁港駐車場（現地集合）
【対　象】5歳以上の親子　　　　　　　　【定　員】30名（申込先着順）
【参加費】親子1組2,000円（追加 大人1人1,000円、子ども1人700円)
【持ち物】水筒、おにぎり、タオル、
　　　　子ども用の長靴とカッパ、着替え
【締　切】5/10（金）
※天候によって内容は変わります。
　詳細は店頭チラシにてご確認ください。

海辺を歩いたり漁業体験をしたり海のことを知ることができる企画。私たちが海を守
るためにできること、海の現状を確かめて海の幸を味わおう。

くらしの見直し学習会 ＬＰＡ（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？～

今、病気になったら…入院したらいくらかかるの？自分の医療保険ってどうなってい
るの？耳なれない言葉も出てきますが、難しくはありません。医療保障を見直す時に
きっと役に立ちますよ！この機会に一緒に考えましょう。 

・公的な医療保険と民間の医療保険の違い　・高額療養費って何？
・実際に入院したらいくらかかるの？
・医療保険はどう選んだらいいの？
・今加入している医療保険、これでいいのかな？　　　　　　　　　などなど…

内
　 

容

【日　時】5/28（火）10：00～11：30
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【定　員】15名（申込先着順）　　　【参加費】200円（資料代・茶菓子代）
【持ち物】筆記用具、電卓
【託　児】お子さまお1人につき300円（要予約・申込先着順）
　　　　※わくわくくらぶさんでの託児となります。

コープの会 絵本であそぼ。主催

晴れたら船に乗って
タコカゴ漁体験をするよ！

【日　時】5/29（水）10：00～13：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】鴛田 洋美さん
【定　員】12名（応募多数の場合は抽選。お断りする場合のみご連絡いたします）
【参加費】800円
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭きタオル、食器用ふきん、マスク
【締　切】5/21（火）

コープの会 ハンドメイド主催

おしだ先生のお料理教室おしだ先生のお料理教室
男性向け料理教室で人気の鴛田先生がハンドメイドの講座に初登場。初心者もベテランも、知恵と工夫の詰まっ
た簡単レシピに舌を巻くこと請け合いです！

●パエリア　●サラダ
●スープ　　●デザート

メニュー（予定）
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