
※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。

7月
July

イベント案内イベント案内

※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

活動カレンダー 6/26水▶7/31水 ハーツつるがハーツつるが
日付　曜日　　　　　　　　イベント内容

【日　時】7/21（日）10：30～　
　　　　雨天中止（中止の場合、当日朝にご連絡いたします）
【会　場】ウッディパル余呉
【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】お1人500円
【持ち物】お弁当、水筒、汗拭きタオル、お子様の着替え
【締　切】7/10（水）

野外活動を通じて活動訓練やコミュニケーションを
深めよう♪

コープの会 健康体操主催

やさしいヨガ体操
コープの会 キッチュ主催

親子遠足
～体を動かして遊ぼう！～

親子遠足
～体を動かして遊ぼう！～

【日　時】7/5（金）14：00～15：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】藤村 孝子さん（ＹＯＧＡ ＯＬＩＶＥ）
【定　員】15名（申込先着順）
【参加費】300円
【持ち物】水筒、ヨガマットまたはバスタオル、
　　　　バスタオル、フェイスタオル、
　　　　動きやすい服装でお越しください。

【日　時】7/3（水）13：30～14：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】田保 喜美栄さん（タボ文具店）
【定　員】8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】600円（500円相当の筆ペンを
　　　　お持ち帰りいただけます）
【締　切】6/26（水）

日頃文字を書くことをおっくうに感じていませんか？
筆ペンを使って祝儀袋やハガキの書き方を教えていただきながら、
文字を書く楽しさを再発見しませんか？

ゆる～く日ごろのからだの緊張をほぐしませんか？
初めての方でも気軽にご参加いただけます♪

コープの会 ハンドメイド主催

タボさんの美文字アレンジタボさんの美文字アレンジ

【日　時】7/4（木）10：00～13：00
【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】大人1,200円（くらなび会員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】7/2（火）

第3地区×ふくいくらしの研究所コラボ企画

ハーツつるがオリジナル企画

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!!
お気軽にご参加ください♪

【日　時】① 基礎編  7/2（火） 「シュークリーム（レモンクリーム）」
　　　　② 実践編  7/5（金） 「チーズタルトと抹茶プリン」
　　　　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】①6/28（金） ②7/2（火）
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冷凍コロッケの
アレンジ 他

メニュー

男の料理in敦賀「Ｇ-Ｇクッキング」特別編

中食アレンジ惣菜・
生まれ変わりレシピ
～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
「親子遠足～体を動かして遊ぼう！～」

第3地区産直協議会「産直交流会」（わかさ）

第3地区産直協議会「産直交流会」（つるが）

コープの会 ハンドメイド
「タボさんの美文字アレンジ」

コープの会 健康体操「やさしいヨガ体操」

食育の会「夏の体を整える発酵食品」

コープの会 クローバー
「バスク風チーズケーキを作りましょう」

コープの会 お茶とお話の会
「かんたん！ごはん＆おやつ！」

ハーツつるがオリジナル企画
「プチ・お菓子作り～基礎編～」

ＬＰＡの会「女性のためのやさしい年金講座
～今の生き方・働き方を考えるヒント！～」

ＬＰＡの会・スキルアップ講座
「がんばりすぎずにしれっと認知症介護」

コープの会 ハンドメイド
「夏休み企画 ヘリテージＤＥＣＯ体験
 スパバッグを作ろう♪」

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
 中食アレンジ惣菜・生まれ変わりレシピ」

市民活動助成金団体 カラフル～ふ登校カフェ～
「ふ登校カフェ」

ハーツつるがオリジナル企画
「プチ・お菓子作り～実践編～」



イベント案内イベント案内

※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

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

【日　時】 若狭 7/  3（水）10：00～12：00
　　　　 敦賀 7/13（土）10：00～12：00
【会　場】 若狭 ハーツわかさ 組合員集会室
　　　　 敦賀 ハーツつるが オアシス
【定　員】各20名　　【参加費】無料
【受　付】6/15（土）10：00～

【日　時】7/4（木）10：00～12：00
【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、手拭きタオル
【受　付】6/15（土）10：00～

【日　時】7/20日（土）10：00～12：00
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】赤井 泰子さん
【定　員】15名（申込先着順）
【参加費】600円
【持ち物】エプロン、
　　　　三角巾、
　　　　手拭きタオル
【受　付】6/15（土）
　　　　10：00～

夏の体を整える発酵食品

【日　時】7/30日（火）10：00～11：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【対　象】小3から一般（小2以下のお子さんは
　　　　保護者同伴の場合のみ参加可能）
【講　師】塚岡 早苗さん（Ｌａ Ｖｉｅ en Rose）
【定　員】15組（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】600円　【持ち物】はさみ
【締　切】7/16（火）

夏休み企画

ヘリテージＤＥＣＯ体験
スパバッグを作ろう♪

コープの会 ハンドメイド主催市民活動助成金団体 カラフル～ふ登校カフェ～主催 お子様の
参加ＯＫ

かんたん！
ごはん＆おやつ！

コープの会 お茶とお話の会主催

バスク風チーズケーキを
作りましょう

コープの会 クローバー主催

「産直交流会」

女性のための
やさしい年金講座

～今の生き方・働き方を考えるヒント！～

女性の年金は就職・結婚・出産など、人生のイベントによ
り複雑になりがちです。基本的な仕組みや、制度につい
てＬＰＡがやさしくお伝えします。
【日　時】6/27（木）10:00～12:00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【定　員】15名（申込先着順）
【参加費】200円（資料・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
　　　　（未就学児・要予約・申込先着順）

・年金制度のしくみ
・学生納付特例・免除
・3号制度～パートの働き方～
・老後の年金

・遺族年金
・夫婦の年金のスタイル
・わたしの年金

内
　 

容

●皮なしキッシュ
●ロールおにぎり
●夏野菜スープ（たら入り）
●冷夏

メニュー（予定）

※写真はイメージです
（寸法＝横23×縦19×マチ8.5（㎝））

認知症の症状をまるごと受け止めつつ「ムリをせず、ラ
クする介護」を提案されている工藤さんに、家族ならで
はの目線で認知症についてお話いただきます。

温泉やプール通いに重宝するスパバッグはいかが？紙ナプキンを貼
り付けるデコパージュの手法で、オリジナル柄のバッグを作ります。
水濡れＯＫの丈夫なスパバッグが簡単にできますよ。

【日　時】7/9（火）10：00～12：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】清水 知美さん　（料理アドバイザー）
　　　　中川 亜矢子さん（カフェキトテノワ）
　　　　中野 貴之さん　（（株）とば屋酢店）

【定　員】20名（申込先着順）　
【参加費】1,000円（カフェキトテノワさんの昼食付）
【持ち物】筆記用具
【託　児】お子さまお1人につき300円（要予約・申込先着順）

発酵食品を日常生活に取り入れて夏の体を整えましょう。発酵食品についてのお話や、お料理提案、盛り付け方のデ
モンストレーションなどをします。暑い夏を発酵食品で乗り切りましょう！

食育の会主催

くらしの見直し講演会
ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会・スキルアップ講座

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

がんばりすぎずに
しれっと認知症介護

【日　時】7/14（日）14：00～15：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【対　象】不登校や行き渋り状態の
　　　　お子さまがいる保護者
【定　員】10名程度（申込先着順）
【参加費】200円（茶菓子代）
【受　付】受付中　　
【締　切】なし
【申込先】090-7752-7249
　　　　（事務局 みくに まで）
※コールセンター、ハーツサービスカウンターでは
　受付しておりません

不登校のあれこれ話そ！情報＆仲間探しに
お気軽にお越しください♪

夏休みのお昼ごはんに困ったら…一品でも具だくさん！
おやつもかんたんに手作り！

ふ登校カフェ

当日
飛び込みも
OKです！

※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。

【日　時】6/26（水）10：00～12：00
【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）
【講　師】工藤 広伸さん（介護作家）
【定　員】100名（申込先着順）
【参加費】無料
【託　児】お子さまお1人につき300円
　　　　（未就学児・要予約・申込先着順）
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