
※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。

8月
August

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 7/25木▶9/7土 ハーツつるがハーツつるが
日付　曜日　　　　　　　　イベント内容

コープの会 マミーサポート企画

プチ・お菓子作り
「夏休み キッズお菓子作り」
フルーツゼリーと卵を使わないクッキーを作ろう！

敦賀宅配委員会主催

（株）タカキベーカリー

焼成冷凍パンおいしい
召し上がり方学習会
宅配でおなじみ冷凍パン！正しい食べ方を知
ればさらにおいしくいただけます♪

【日　時】8/2（金）10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】（株）タカキベーカリー 
　　　　大山さん
【定　員】15名（申込先着順）　　
【参加費】500円　　
【持ち物】筆記用具
【受　付】7/13（土）
　　　　10：00～

ハーツタウンわかさハーツタウンわかさ
夏休み企画

「福井市防災センター」へ行こう！

【日　時】8/9（金）9：30～15：30
【会　場】防災センター（福井市和田東）
　　　　かこさとし ふるさと絵本館
 　　　　（越前市高瀬）
【集合場所】ハーツわかさ　　
【対　象】大人・子ども（年長～小学校3年生までで保護者同伴でお願いします）
【参加費】大人800円、子ども600円（昼食代）昼食：はぐもぐ店内 ロハスかふぇ
【定　員】20名（申込先着順）　　【受　付】7/13（土）10：00～

若狭福祉委員会主催

防火、防災に関する展示や映像、体験設
備があります。
楽しみながら防火の知識を体験しよう！
「かこさとし ふるさと絵本館」へも行くよ！

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】 実践編 8/29（木）10：00～12：00
　　　　 「オレンジとバナナのババロア・キッシュ」　
【会　場】ハーツつるが オアシス　　
【参加費】600円
【講　師】後藤 加奈さん（ウフ パティシエ）　　　
【定　員】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）
【持ち物】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】8/24（土）

【日　時】 特別編 7/31（水）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）
【対　象】小学生、中学生　【参加費】600円
【定　員】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）　　
【持ち物】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】7/24（水）

コープの会 スパイス主催

釘打ちから行う、
糸かけマンダラ

【日　時】8/30（金）13：00～15：00　
【会　場】ハーツつるが オアシス
【定　員】10名（申込先着順）
　　　　※小学3年生以下の参加は保護者同伴　　　
【参加費】400円　　
【持ち物】軍手、金づち
　　　　（片手だけでもOK）、
　　　　硬めの目打ち

板に釘を打ち、糸をかけて模様を作ります。

中高生のご参加も
お待ちしております！

※写真はイメージです。カッティングボードの大きさ縦28×横15（ｃｍ）

スケジュール内容

9：30
11：00

11：30
13：00
14：00
15：30

ハーツわかさ 出発
かこさとし 
ふるさと絵本館
移動・昼食
防災センター
出発
ハーツわかさ 帰着

ふ登校カフェ

【日　時】8/25（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】100円　　
【受　付】受付中　  【申込先】090-7752-7249（事務局 みくに まで）
※コールセンターまたはハーツサービスカウンターでの受付はしておりません。

市民活動助成金団体主催

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♪

当日
飛び込みも
OKです！

アトピーっ子スクスクの会

【日　時】9/1（日）10：00～11：30　【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室　
【参加費】無料（入退室自由です）　【受　付】事前受付はありません。当日ご参加ください。　　
【お問い合わせ】090-5172-5362（藤田 まで）
※コールセンターまたはハーツサービスカウンターでの受付はしておりません。　　

ステロイドを使用せずに、アトピー治療をしている方を応援する会で
す。不安なこと、心配なこと、お子さんの成長についてなど、みなさんと
いろいろ話し合って、情報交換しましょう。
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コープの会 スパイス「釘打ちから行う、糸かけマンダラ」

市民活動助成金団体「アトピーっ子スクスクの会」

くらしの講座「くらしの基本セミナー～私の選択とこれからのくらし～」

福井ユナイテッドFC×県民せいきょうコラボ企画
「福井ユナイテッドFCと遊ぼう！！」

敦賀宅配委員会「（株）タカキベーカリー
焼成冷凍パンおいしい召し上がり方学習会」

第3地区産直協議会×（公社）ふくい・くらしの研究所コラボ企画
「男の料理inつるが「Ｇ-Ｇクッキング」特別編 
 収穫したて！有機のお野菜で作る夏野菜カレー」

ハーツつるが「夏まつり」

組織ネットワーク支援部「おしごとキッズ2019
～君もハーツの店員さんになってみよう～」（三方五湖）

組織ネットワーク支援部「おしごとキッズ2019
～君もハーツの店員さんになってみよう～」（つるが）
若狭福祉委員会「夏休み企画「福井市防災センター」へ行こう！」

組織ネットワーク支援部「おしごとキッズ2019
～君もハーツの店員さんになってみよう～」（わかさ）

市民活動助成金団体「ふ登校カフェ」

スキルアップ講座「あなたの食生活大丈夫?
チェックで食事を見直そう」

ハーツ三方五湖「夏まつり」

ハーツわかさ「夏まつり」

コープの会 マミーサポート企画「プチ・お菓子作り
「夏休み キッズお菓子作り」～特別編～」

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

組織ネットワーク支援部主催

※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。

8/24（土）
10：00～
ハーツつるが

日　時

会　場

8/4（日）
10：00～
ハーツわかさ

日　時

会　場

※詳しくは、店内のポスター、チラシをご覧ください。※詳しくは、店内のポスター、チラシをご覧ください。

7/27（土）
11：00～15：00
ハーツ三方五湖

日　時

会　場

※詳しくは、店内のポスター、チラシをご覧ください。

夏まつり夏まつり
ハーツ三方五湖 ハーツわかさ ハーツつるが

お申し込み・お問い合わせ

下記掲載のコールセンターまで

当日は、体験風景を撮影させてい
ただきます。福井県民生活協同組
合が管理するホームページや紙面
媒体、SNS（Facebook、インスタグ
ラム）アカウントなどの広報物や
ハーツ店内で紹介、掲載させてい
ただく場合がございます。

【日　時】8/4（日）9：30～13：00　【受　付】受付中
【会　場】あおぎり農園、ハーツつるが オアシス
【集合場所】若狭：ハーツわかさ 8：40出発
　　　　敦賀：ハーツつるが 9：10出発
【講　師】鴛田 洋美さん、樋口 正夫さん（あおぎり農園）
【対　象】料理をあまりしたことのない男性、父子、祖父孫
【定　員】20名（申込先着順）　　【締　切】8/2（金）
【参加費】大人1,200円（くらなび会員1,000円）、小学生以下無料
【持ち物】エプロン、三角巾、手拭きタオル、汗拭きタオル、汚れても
　　　　いい服装でお越しください。（雨天時：雨具、長靴）

第3地区産直協議会×（公社）ふくい・くらしの研究所コラボ企画

男の料理inつるが「Ｇ-Ｇクッキング」特別編

収穫したて！有機の
お野菜で作る夏野菜カレー
～料理を学びたい男性向けの料理教室～

夏野菜
カレーなど

メニュー

その他のエリア・
詳細についてWeb
申し込みは右記の
QRコードから

あなたの食生活大丈夫?
チェックで食事を見直そう
ＢＤＨＱに取り組んでもらい、結果を使ってあなたの食習
慣からの健康づくりを提案します。事前に食習慣の質問
票に回答していただきます（詳細は後日ご案内します）。

【日　時】7/25（木）10：00～12：30
【会　場】県民せいきょう 本部センター 会議室
　　　　（福井市開発5丁目1603番地）
【講　師】東京大学 教授 佐々木 敏氏
【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
　　　　（要予約・申込先着順）

スキルアップ講座

送迎をご希望の方は申し込み時にお伝えください
（ハーツわかさ8：10出発　ハーツつるが8：40出発）楽しいイベント

盛りだくさん！

ちびっこ
ワイワイ

（ショッピングセンター レピア内）

専門家や大学の先生などを講師に、くらしの中での大切なことを学びま
す。講義だけでなく、グループワークなども交えた10回の連続講座です。
この機会に、商品やライフスタイルについての知識を広めましょう！

【日　程】9/3～11/12（10/29以外）の毎週火曜日 　【時　間】10：00～12：00(9/3と11/12は12：30まで)　 　
【会　場】AOSSA 6F・7F（福井市手寄1-4-1）　【定　員】20名(申込先着順)※原則として全10回受講できる方　【締　切】8/30(金)

「くらしの基本セミナー（全10回）」受講者募集！
～私の選択とこれからのくらし～

（公社）ふくい・くらしの研究所

・食の安全とリスク
・薬と健康
・情報とモラル

・非常食の知恵
・消費者トラブル
・キャッシュレス決済

・持続可能な社会(SDGｓ)
・エシカル消費
・消費者市民社会 など

内
　
容

本講座は、福井県消費生活センターより
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。

お申し込み
お問い合わせ

お申し込みはお早めに！電話・ＨＰからお申し込みください
（公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626

参加費
無料

おしごとキッズ2019～君もハーツの店員さんになってみよう～

レジ打ち体験や店内放送、商品の陳列や試食販売など楽しい体験が盛りだくさん！！
【日時・会場】①7/31（水）ハーツ三方五湖　②8/8（木）ハーツつるが
　　　　③8/21（水）ハーツわかさ　　※いずれも13：00～15：30（12：30～受付開始）
【対　象】小学3年生～6年生　　　　　【定　員】各12名（申込先着順）
【持ち物】筆記用具、動きやすい服装と靴（サンダル不可）、健康チェック表（※1）

【参加費】500円（お給料として500円分のハーツのお買物券をお渡しいたします）
【受　付】受付中　　　　　 　　　　　【締　切】各開催日の7日前まで
・お子さまのみの参加でもＯＫです。受付は保護者同伴でお願いします。　・保護者の方は店内でお子さまの体験を見学できます（一部見学不可）。
・お申し込み人数が少ない場合には開催しないことがあります。ご了承ください。　(※１）事前に健康チェック表をお送りいたします。ご記入し当日お持ちください。

昨年の様子

参加者の声

小学生
集まれ！！

・アイスの入れかえで寒くて手がふるえたけど楽しかったです。（小学4年生 女の子）
・アナウンスが緊張したけどうまく言えてよかったです。（小学5年生 男の子）

・うなぎの試食
・縁日コーナー
・大抽選会　など

内　容

お楽しみ企画をたくさんご
用意しております

内　容

・ゲーム（10：00～12：30）

・ビンゴ大会（14：00～）
・店内試食　など

内　容

魚つり、スーパーボールすくい、
輪投げ、サイコロ、ジュース積み

福井ユナイテッドFC×県民せいきょうコラボ企画

未就学児、小学生の世代別に分かれて、
世代に応じた内容で、プログラムを開催します。

終了後、選手のサイン希望の方は色紙をお持ちください。
記念撮影もできます。

女の子、男の子、みんな集まれ

サッカーボールを通じて、身体を動かす楽しさ、スポーツの楽しさを体験してみましょう。福井ユナイテッドＦＣの選手・
コーチと楽しく遊び、交流できます。初心者も大歓迎。保護者のみなさんもお子さんの様子をぜひご覧ください。
【日　時】9/7（土）15：00～17：00
　　　　 ※開始15分前までに受付をお願いいたします。

【会　場】ニューサンピア敦賀 アリーナ（敦賀市呉羽町2番地）
【講　師】福井ユナイテッドＦＣの選手・コーチ
【対　象】5歳児～小学6年生（男女）
【定　員】50名（申込先着順）
【参加費】お子さまお1人につき300円
【持ち物】上履き、タオル、飲み物、
　　　　あればサッカーボールなどのボール
　　　　（ご記名ください）
【受　付】受付中

※昨年、敦賀会場で開催された様子

福井ユナイテッドFCと遊ぼう！！
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