
※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 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 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。

※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。

生協の組合員活動ブログ

くみかつ応援日記

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。つるが・わかさからのご案内

活動カレンダー 7/22木▶8/31火
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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「はじめてフラ」

ハーツつるがオリジナル企画「プチ・お菓子作り 台湾カステラ」

敦賀福祉委員会協賛「りふさろ～リフレッシュサロン～」
若狭福祉委員会×リハビリサロン「みんなで体操」

つるが店舗委員会「ハーツつるがを楽しむ会
～ハーツのお惣菜で時短アレンジ料理～」

コープの会 カラフル～ふ登校カフェ～「ふ登校カフェ」

夏休み親子体験講座「食中毒に注意！発酵とカビの
違いとは？発酵を利用してパンを作ろう！」

夏休み親子体験講座「ソーラーでブルブル動く虫を作ろう！」

夏休み親子体験講座「親子で考えよう！
子どもと一緒に備える防災」

ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会＆生協葬祭みれいの
コラボ企画「これからの生き方を考えるエンディングノート」

若狭・敦賀地区委員会企画「オンラインで平和活動
ヒロシマ 被爆の証言「サダコと折り鶴のはなし」」

若狭・敦賀地区委員会企画「オンラインで平和活動
ナガサキ 被爆の証言「平和の紙芝居」」

市民活動助成金団体「子ども食堂 おむすびころりん」

県民せいきょう「おしごとキッズ
～君もハーツの店員さんになってみよう～」

県民せいきょう「おしごとキッズ
～君もハーツの店員さんになってみよう～」

県民せいきょう「おしごとキッズ
～君もハーツの店員さんになってみよう～」

※写真はイメージです。

　　　　①8/2（月） ②8/27（金）
　　　　    8/20（金）　 いずれも10：00～11：00
ハーツつるが オアシス
健康体操：川島 香さん（NPO法人JB studio）
はじめてフラ：谷田 幸代さん（NPO法人JB studio）
各10名（申込先着順）　 　　  　各300円（税込）
　　　　ヨガマット又は大判タオル、
　　　　飲み物、汗拭きタオル
　　　　（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。
           ①7/26（月） ②8/20（金）
　　　　　 8/13（金）
（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

健康体操

はじめてフラ

はじめてフラ

健康体操
はじめてフラ

講　師

締　切

定　員 参加費

持ち物

会　場

日　時

コープの会 健康体操主催 WEB申込OK

健康体操＆はじめてフラ

つるが店舗委員会主催 WEB申込OK

ハーツつるがを楽しむ会
～ハーツのお惣菜で時短アレンジ料理～

第3地区×ふくい・くらしの研究所コラボ企画

●お楽しみ

メニュー（予定）

恐竜のたまごレシピ
男の料理inつるが Ｇ-Ｇクッキング

～料理を学びたい男性向けの料理教室～

8/8（日・祝）10：00～13：00
ハーツつるが オアシス
鴛田 洋美さん　　　　　
親子5組（10名）（申込先着順）
中学生以上1,200円（税込）
（くらなび会員は1,000円（税込））
小学生以下600円（税込）
エプロン、三角巾、手拭きタオル
受付中　　　　　
8/5（木）

定　員

持ち物

参加費

講　師

受　付

締　切

会　場

日　時

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

楽しく簡単に作れるお料理を親子で作ってみませんか？

WEB申込OK
ハーツつるが

7・8月

           8/23（月）10：00～12：00
ハーツつるが オアシス
後藤 加奈さん（パティスリー・ウフ パティシエ） 
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）
600円（税込）
筆記用具
8/19（木）

講　師

定　員

参加費

持ち物

会　場

日　時 基礎編

締　切

ハーツつるがオリジナル企画 WEB申込OK

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♪

プチ・お菓子作り
台湾カステラ

りふさろ
～リフレッシュサロン～

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“脳トレ”でリフレッシュしてみませんか？

8/21（土）14：00～15：30
ハーツつるが オアシス　　　　　　
トレーナーMATSU（敦賀きらめき施設長）
10名（申込先着順）
無料
飲み物、スポーツタオル、
汗拭きタオル
受付中

講　師

定　員

参加費

持ち物

受　付

会　場

日　時

敦賀福祉委員会協賛 WEB申込OK

8/26（木）10：00～12：00
ハーツつるが オアシス　　　　　　
10名（申込先着順）　　　　　　無料
7/10（土）10：00～
★定員に満たない場合、
　当日受付もしております。

定　員 参加費

受　付

会　場

日　時

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 
夏休み特別編 恐竜のたまごレシピ」

夏休み
特別編

惣菜担当さんが
簡単アレンジ術を伝授！
忙しい日、疲れてる日
に使えます♪



※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

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 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。

※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。

若狭福祉委員会×リハビリサロン主催

みんなで体操
WEB申込OK

県民せいきょう

朝礼、レジ打ち体験や店内放送、商品陳列など楽しい体験が盛りだくさん！

おしごとキッズ
～君もハーツの店員さんになってみよう～

8/4（水）11：00～12：00 ハーツつるが
8/5（木）11：00～12：00 ハーツわかさ
8/23（月）14：00～15：00 ハーツ三方五湖
小学3年生～6年生　　　　　　　　　　各6名（申込先着順）
各500円（税込）（お給料として500円分のハーツのお買い物券をお渡しいたします）
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
7/10（土） 10：00～　　　　 　　　　  各開催日の7日前まで

定　員

参加費

受　付 締　切

持ち物

対　象

日時・会場

ハーツわかさ

8/21（土）10：00～11：30　　　　ハーツわかさ 組合員集会室　　　　小浜きらめき施設長 宮下 貴文（理学療法士）
10名（申込先着順）　　　　　　　　無料　　　　　　　　　　　　　　 7/17（土）10：00～定　員

日　時

参加費

会　場

受　付

講　師

家庭でもできるフレイル予防～からだやこころの健康を維持するために～今からできること、みんなで楽しく健康体操をしましょう！

コープの会 カラフル～ふ登校カフェ～主催

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♥

ふ登校カフェ

8/1（日）14：00～15：30
敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」
ふ登校や行き渋りのあるお子さんのいる保護者
5名程度（申込先着順）
100円（税込・茶菓子代）　　　　 受付中
開催日の前日まで

定　員

参加費 受　付

締　切

会　場

対　象

日　時

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

若狭・敦賀地区委員会企画

広島県生協連・長崎県生協連と日本生協連は、被爆体験
の継承や核兵器のない世界への想いを共有する場とし
て、毎年「ピースアクションinヒロシマ・ナガサキ」を開催
しています。ハーツに集まって、広島・長崎現地からの生
配信を一緒に見て、平和について考えてみましょう。

オンラインで平和活動～ヒロシマ・ナガサキで起きた原爆のおはなし～
(公社)ふくい・くらしの研究所 
☎0776-52-0626 　
【受付時間】平日 9：00～18：00

お問い
合わせ

申し込み
方法

右記のお申し込みコードを
読み取るか、くらなびHP
（https：//www.kuranavi.jp）
からお申し込みください。

市民活動助成金団体主催

子ども食堂 おむすびころりん
バザーやお持ち帰り、おすそ分けコーナーがあります。

8/14（土）10：00～14：00 
遠敷交流センター（小浜市遠敷6丁目701-2）会　場

日　時

代表 宇野 千春さん 
090-1633-4959 まで

連絡先

ボランティアも募集して
います。出られる時に、
できること、ちょっと

お手伝いが、子どもたちの
笑顔になります。

※お子さまのみのご参加でも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。
※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。
※新型コロナウイルス感染症対策として、手指の消毒、マスクの着用、室内の換気、参加者同士の十分な距離の確保などを徹底して行います。

※一昨年の様子です。

参加者の声
・バーコードを探すのがむずかしかったけれど
  楽しかったです。（小4 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5 男の子）

夏休み親子体験講座
～オンラインで楽しく学んで自由研究♪～

7/22（木・祝）　　　　　
料理アドバイザー 清水 知美さん講　師

日　程

ふわふわパンを作って、発酵を促す微生
物、カビや酵母について学ぼう。また、夏場
の食中毒の危険についても学習しよう！

❶食中毒に注意！
　発酵とカビの違いとは？
　発酵を利用してパンを作ろう！

7/24（土）
NPO法人エコプランふくい
事務局長 吉川 守秋さん
ラジオペンチ、セロテープ

講　師

準備物

日　程

クリップなどを使って、ソーラーで動く
オリジナルの虫を作り、発電する仕組み
や地球の環境問題について考えよう！

❷ソーラーでブルブル動く
　虫を作ろう！

クイズをしたり、身近なものを使っ
て防災時に役立つものを作ったり、
楽しみながらもしっかりと防災意識
を高めよう！

❸親子で考えよう！子ども
　と一緒に備える防災

7/26（月）
LPA（ライフプラン
アドバイザー）の会

講　師

日　程

いずれも10：00～11：30
オンラインによる配信（「Zoom」使用）　　　　　小学生とその保護者
各回15組（申込先着順）　　　　　　　　　   無料　　 
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）
※「Zoom」のインストール・設定は各自でお願いします。
各開催日の5日前まで

定　員 参加費

締　切

準備物

形　式 対　象

時　間

参加費無料
（申込必要）

この事業は福井県から（公社）ふくい・くらしの研究所が委託して実施します。

小学生
集まれ‼

これからの生き方を考えるエンディングノートこれからの生き方を考えるエンディングノート

8/30（月）10：00～11：30　　　　　　　　　　 ハーツつるが オアシス
LPA（ライフプランアドバイザー）の会　　　　　　8名（申込先着順）　　　　　100円（税込）　　　　　筆記用具講　師

日　時

定　員 参加費 持ち物

会　場

「エンディングノート」とは、今までの自分を振り返り必要な準備をするための「ノート」です。
私の生きた道、これからの生きた道を整理しましょう。

ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会＆生協葬祭みれいのコラボ企画

WEB申込のみ

詳しくは「2021ピースアクションinヒロシマ・
ナガサキ」オンライン開設特設サイトでご確認
ください。

8/4（水）13：30～14：30日　時

「原爆の子の像」で知られる佐々木禎子さんについて、同級生で自身
も被爆者である川野登美子さんにおはなしを聴きます。

❶ヒロシマ 被爆の証言「サダコと折り鶴のはなし」

8/7（土）14：30～15：30日　時

被爆の実態と核兵器の怖さを伝え、平和活動を行ってきた三田村静
子さんの手作り「平和の紙芝居」を聴きます。

❷ナガサキ 被爆の証言「平和の紙芝居」

WEB申込OK

ハーツつるが オアシス
ハーツわかさ 組合員集会室
各10名（申込先着順）　　　　　無料定　員

会　場

参加費

※当日参加もＯＫですが、なるべくお申し込みの上お越しください。

お問い合わせNo.000737


