
※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カウンターまで

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8・9月

August

September

新型コロナウイルス関連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。

インターネットで
イベント参加申し込みが
できるようになりました。

コープの会 ハンドメイド主催コープの会 スパイス主催

第3地区×ふくい・くらしの研究所コラボ企画

【日　時】9/3（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】6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】9/1（火）

男の料理inつるが Ｇ-Ｇクッキング

上手にローリングストック

裏防災メニュー
～料理を学びたい男性向けの料理教室～

男の料理inつるが Ｇ-Ｇクッキング

上手にローリングストック

裏防災メニュー
～料理を学びたい男性向けの料理教室～

WEB申込OK
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コープの会 商品たんけん隊「飾り巻き寿司に挑戦！」　

ハーツつるがオリジナル企画「プチ・お菓子作り 基礎編」

コープの会 スパイス「レース糸で編む鍋つかみ」

敦賀福祉委員会「チェアヨガ＆脳トレ 無料体験会」

ハーツつるがオリジナル企画「プチ・お菓子作り 基礎編」

コープの会 ハンドメイド
「押花アート体験 お薬手帳ケースを作ろう」

ハーツつるがオリジナル企画
「チームハーツつるが ハーツを良くする会」

コープの会 健康体操「健康体操」

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」

第3地区×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 
 上手にローリングストック 裏防災メニュー」

日付　曜日　　　　　　　　イベント内容

コープの会 健康体操「はじめてフラ」

コープの会 健康体操「健康体操」

くらしの講座「くらしと家計を守る！コロナ禍の生活術」

敦賀きらめき「認知症はジブンゴト！～認知症を正しく知って備えよう～」

くらしの講座「今こそ学ぼう！災害を生き抜くための知恵」

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？～」

【日　時】　　　　  ①9/ 4 （金）13：30～14：30
　　　　　　　　  ②9/28（月）10：00～11：00
　　　　「優しいヨガ＆ステップ台を使って動きます。
　　　　　気になるお腹まわりをシェイプアップしましょう♡」
　　　　　　　　　　 9/14（月）10：00～11：00
　　　　「フラの曲に合わせてカラダを動かしましょう♡」
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】健康体操：川島 香さん（NPO法人ジェリービーンズ）
　　　　はじめてフラ：谷田 幸代さん（NPO法人ジェリービーンズ）
【定　員】各10名（申込先着順）　【参加費】各300円
【持ち物】　　　　　ヨガマット又は大判タオル、飲み物、タオル
　　　　　　　　　　　  （ヨガマットは100円でお貸しすることもできます）
　　　　　　　　  　  飲み物、汗拭きタオル
　　         ※動きやすい服装でお越しください。
【締　切】　　　　   ①8/28（金） ②9/21（月・祝）
　　　　　　　　　　　    9/7（月）
　　　　　（どちらも定員に満たない場合は
　　　　 前日まで申し込み可能です）

健康体操

はじめてフラ

健康体操

はじめてフラ

はじめてフラ

健康体操

健康体操＆はじめてフラ健康体操＆はじめてフラ
コープの会 健康体操主催 WEB申込OK WEB申込OK WEB申込OK

押花アート体験
お薬手帳ケースを作ろう

押花アート体験
お薬手帳ケースを作ろう

【日　時】9/15（火）10：00～11：30
【会　場】ハーツつるが オアシス
【講　師】塚岡 早苗さん（La Vie en Rose）
【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】700円
【持ち物】はさみ
【受　付】受付中
【締　切】9/8（火）

お薬手帳ケースに押花を施したカードを挟ん
でいます。出し入れ自在なので、フレームに入れ
て飾ったり、自由に楽しんでいただけますよ。

（寸法＝11×15.5（cm））
※写真はイメージです

チェアヨガ＆脳トレ
無料体験会

チェアヨガ＆脳トレ
無料体験会

【日　時】9/19（土）14：00～15：00
【会　場】ハーツつるが オアシス　  
【講　師】トレーナーＭＡＴＳＵ
　　　　（敦賀きらめき施設長）
【定　員】10名（申込先着順）
【参加費】無料
【持ち物】飲み物、スポーツタオル、
　　　　汗拭きタオル
【受　付】8/15（土）
　　　　10：00～　
【締　切】9/16（水）

●サバ缶ビビンバ ●缶詰めでつみれ汁
●コーン缶アイス など

メニュー（予定）

【会　場】ハーツつるが オアシス
【定　員】各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】各600円
【持ち物】①筆記用具
　　　　②筆記用具、エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル、食器用ふきん
【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。

会場でのご参加の場合

【定　員】各20名（申込先着順）　　【参加費】各100円
【準備物】インターネットにつながる環境のパソコン又は
　　　　タブレット（Wi-Fｉ環境推奨）
　　　　※当日は「Zoom」というアプリを使用します。
【申込方法】ＱＲコードを読み取っていただきフォームに必要事項を記入。
　　　　締切前日までにハーツつるがサービスカウンターで
　　　　参加費をお支払いください。
　　　　お支払い後にＵＲＬをお送りいたします。
★当日会場とオンラインでつなぎ、質問ができます。

ＷＥＢでのライブ参加の場合

お申し込みは
こちらから

ハーツつるがオリジナル企画

プチ・お菓子作り 基礎編プチ・お菓子作り 基礎編 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】①9/2（水）「199回 りんごとさつまいもタルト」　②9/16（水）「200回 パリ・ブレスト（シュークリームアレンジ）」
　　　　いずれも10：00～12：00
【講　師】後藤 加奈さん（パティスリー・ウフ パティシエ）    【締　切】①8/31（月） ②9/9（水）

WEB申込OK

WEB申込OK敦賀福祉委員会協賛

心や体に感じる疲れや不調…椅子さえあ
ればできる“簡単ヨガ”と“脳活”でリフ
レッシュしてみませんか？

レース糸で編む
鍋つかみ

レース糸で編む
鍋つかみ

赤のお花が可愛い鍋つかみを編んでみま
せんか。飾っても良し、使っても良し、汚れ
ても、綿糸なので手洗いができますよ。

【日　時】9/7（月）13：00～15：30 
【会　場】ハーツつるが オアシス
【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】400円　　
【持ち物】レース針2号、糸切りばさみ、とじ針
【受　付】受付中  【締　切】8/29（土）

※写真は
　イメージです



※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カウンターまで

※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。

新型コロナウイルス関連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。

1.ホームページ（http://www.kuranavi.jp）からお申し込みください。
2.「Zoom」の説明と講座の「招待メール」を事前にお送りします。
3.講座開始時間に「招待メール」をクリックして受講を開始します。

オンライン
講座の流れ

ハーツつるがハーツつるが

【日　時】9/21（月・祝）14：00～15：00
【会　場】ハーツつるが オアシス　　【定　員】10名（申込先着順）
【参加費】無料　　【受　付】受付中　【締　切】9/17（木）

今は5人に1人は認知症になる時代。自分や自分の大切な人が認
知症になったときのことを真剣に考えて、正しく備えをしていく
ための講座です。お気軽にご参加ください。

敦賀きらめき主催

～認知症を正しく知って備えよう～
認知症はジブンゴト！
～認知症を正しく知って備えよう～

【日　時】9/24（木）10：00～12：00
【会　場】ハーツつるが オアシス
【定　員】10名（申込先着順）　　【参加費】無料
【持ち物】筆記用具　　　　　　 【締　切】9/17（木）

ハーツつるが職員さんのおすすめをわいわいおしゃべり
しながらお試ししませんか？

ハーツつるがオリジナル企画

チームハーツつるがチームハーツつるが
ハーツを良くする会

WEB申込OK

お申し込み
お問い合わせ

ホームページからお申し込みください http：//www.kuranavi.jp
（公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626

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。

※お菓子が取り合いにならないよう人数確認をしています。

ふ登校カフェふ登校カフェ
似たような境遇だからこそ、責められたり過剰に心配されたりせず、
思っていることを話せたり　初めてのご参加もお待ちしています♥

市民活動助成金団体 カラフル～ふ登校カフェ～主催

メール：222mamamama@gmail.com
（「お茶会参加希望」とご記入ください。）お申し込み先

お申し込みは
こちら

ハーツわかさハーツわかさ

※作ったお寿司は、そのままお持ち帰りいただきます。試食はございません。

【日　時】8/26（水）10：00～12：00　　
【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【講　師】コープの会メンバー（田中 喜久恵さん）
【定　員】10名（申込先着順）　　【参加費】500円
【持ち物】エプロン、三角巾、マスク　【受　付】8/14（金）10：00～

コープの会 商品たんけん隊主催

飾り巻き寿司に挑戦！飾り巻き寿司に挑戦！

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？
医療保障を見直すときにきっと役立ちますよ！この機会に一緒に考えましょう。

【日　時】9/29（火）10：00～11：30 【会　場】ハーツわかさ 組合員集会室
【定　員】7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

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？～

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

・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?
・今、加入している医療保険、
 これで良いのかな?

主な内容

身近で話題性のあるテーマを取り上げ、各方面の専門家をお招きし、くらしに役立つ講座
を開催します。普段のくらしから、これからの気になることまで、充実した生活を送るた
めのヒントを学び、まわりに伝えていきましょう！

【日　程】9/8、15、22、29、10/6、13、20、27、11/3、17（基本火曜日開催） 
【時　間】10：00～11：30
【形　式】ミーティングアプリ「Zoom」を使ったオンライン講座
【対　象】消費生活に関心のある福井県民
　　　　※原則として10回の講座に参加できる方 
【定　員】20名（申込先着順）
【参加費】無料
【締　切】8/31（月）

「くらしの基本セミナー（全10回）」受講生募集！

・食の安全・安心
・コロナ禍の生活術
・防災減災の知恵　
・相続と生前整理
・消費者トラブル
・持続可能な開発目標（SDGｓ）
・人生100年時代のマネープラン
・情報と未来社会（AI・5G）
・消費者市民社会

テーマ

くらしの講座 受講者募集！くらしの講座 受講者募集！

新型コロナウイルス感染症によってくらしは大きく変わりつつ
あります。新たな生活スタイルが必要だからこそ、家計を見直
し、様々な制度を活用した生活術について学びましょう。

【日　時】9/22（火・祝）13：30～14：30
【形　式】ミーティングアプリ「Zoom」を使ったオンライン講座
【講　師】生活経済ジャーナリスト、ファイナンシャル・プランナー
　　　　いちのせ かつみ氏
【対　象】一般県民
【定　員】30名（申込先着順）
【参加費】無料
【締　切】9/15（火）

くらしと家計を守る！
コロナ禍の生活術

想像を超える力で襲ってくる自然災害。コロナ禍の今、災害やま
さかの出来事に備え、自分の身を守る正しい知識と方法につい
て知り、生きぬくための知恵を学びましょう。

【日　時】9/29（火）13：30～14：30
【形　式】ミーティングアプリ「Zoom」を使ったオンライン講座
【講　師】NPO法人 まちの防災研究会 理事長 松森 和人氏
【対　象】一般県民
【定　員】30名（申込先着順）
【参加費】無料
【締　切】9/22（火・祝）

今こそ学ぼう！
災害を生き抜くための知恵

オンライン（Zoom）で参加！おうちで学べる新しいカタチの講座

【日　時】9/4（金）14：00～15：30　　
【会　場】敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」
【対　象】ふ登校や行き渋りのあるお子さんのいる保護者
【定　員】5名程度（申込先着順）
【参加費】100円（茶菓子代）　　【受　付】受付中
【締　切】開催日の前日まで　

暑い夏、さっぱりとした酢飯で、気分も華やぐ飾り巻き寿司
を作りましょう！


