
※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

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。

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。

つるが・わかさからのご案内10・11月
ハーツつるが
第3地区×ふくい・くらしの研究所コラボ企画 WEB申込OK

お楽しみ

メニュー（予定）

11/4（木）10：00～13：00　　　　　
ハーツつるが オアシス
鴛田 洋美さん
料理を学びたい男性
5名（申込先着順）
1,200円（税込）
（くらなび会員は 1,000円（税込））
エプロン、三角巾、手拭きタオル
受付中
11/2（火）

日　時

会　場

講　師

対　象

参加費

持ち物

定　員

受　付

締　切

温かいものが恋しい季節。ご家族で楽しめる料理をご紹介♪

※写真はイメージです。

りふさろ
～リフレッシュサロン～
りふさろ

～リフレッシュサロン～

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“脳トレ”でリフレッシュしてみませんか？

①11/13（土）14：00～15：30
②11/25（木）10：30～11：30
①ハーツつるが オアシス
②三方五湖レピア 多目的スペース
トレーナーMATSU
（敦賀きらめき施設長）
①10名（申込先着順） ②15名（申込先着順）
無料
飲み物、
スポーツタオル、
汗拭きタオル
①11/11（木）
②11/22（月）

日　時

会　場

講　師

定　員

参加費

持ち物

締　切

WEB申込OK

みんなで健康体操
～家庭でもできるフレイル予防～
みんなで健康体操

～家庭でもできるフレイル予防～

若狭福祉委員会×リハビリサロン主催

体や心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しましょう！

11/20（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）
8名（申込先着順） 　　　　　無料 　　　　　10/16（土）10：00～

日　時 会　場

講　師

定　員 参加費 受　付

WEB申込OK

伊勢屋さんに教わる季節の和菓子づくり
～秋、初冬の和菓子（3種）、美味しいお茶と一緒に～
伊勢屋さんに教わる季節の和菓子づくり
～秋、初冬の和菓子（3種）、美味しいお茶と一緒に～

コープの会 商品たんけん隊主催

11/27（土）10：00～11：30 　　　　　ハーツわかさ 組合員集会室
谷川 イリーナさん（御菓子処 伊勢屋） 　　　　　10名（申込先着順）
600円（税込） 　　　　　エプロン、三角巾 　　　　　10/16（土）10：00～

日　時 会　場

講　師 定　員

参加費 持ち物 受　付

WEB申込OK

やさしいヨガ＠ハーツやさしいヨガ＠ハーツ
コープの会 クローバー主催

11/5（金）10：00～11：30   　　　　　ハーツわかさ 組合員集会室
木村 由佳さん（葉っぱyoga 主宰） 　　　　 8名（申込先着順） 　　　　500円（税込）
ヨガマット（お持ちの方）又はバスタオル、飲み物、汗拭きタオル、ブランケット
10/16（土）10：00～　　　　　　 　 ※動きやすい服装でお越しください。 

日　時 会　場

講　師 定　員 参加費

持ち物

受　付

WEB申込OK

小浜きらめき×若狭福祉委員会主催

11/17（水）10：00～12：00
ハーツわかさ店内 コミュニティスペース 　　　　　無料

日　時

会　場 参加費

「みんなの保健室」は、地域にお住まいの方々からの質問や相談に、ご予約なし、無料相談に応じるよろ
ず相談所です。簡単にできるクラフト体験をしながら、お話しましょう。お気軽にお立ち寄りください。

健康体操＆はじめてフラ健康体操＆はじめてフラ
敦賀店舗事業主催 WEB申込OK

　　　　　①11/12（金） ②11/15（月）
　　　　　③11/26（金）
　　　　　　 11/29（月）
いずれも 10：00～
ハーツつるが オアシス
　　　　  川島 香さん（NPO法人JB studio）

　　　　　　 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。
　　　　　①11/5（金）
　　　　　②11/8（月）
　　　　　③11/19（金） 

　　　　　　 11/22（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）

日　時

会　場

講　師

定　員 参加費

持ち物

締　切

健康体操

はじめてフラ

健康体操
はじめてフラ

健康体操

健康体操

はじめてフラ

はじめてフラ

敦賀店舗委員会主催

ハーツつるが店長・職員さんおススメ商品のご紹介。

11/25（木）10：00～12：00
ハーツつるが オアシス
10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）
無料
筆記用具
11/18（木）（定員に満たない場合は
                当日受付もしております）

日　時

会　場

定　員

参加費

締　切

持ち物

WEB申込OK

ハーツつるがを楽しむ会ハーツつるがを楽しむ会
コープの会 マミサポ＆第3産直主催

自然溢れる
若狭町の古民家で
プチマルシェ

自然溢れる
若狭町の古民家で
プチマルシェ

日本の郷土料理を作ろう‼
～東北編～

～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

敦賀店舗事業＆コープの会主催

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

会　場

講　師

定　員

参加費

持ち物

締　切

① 基礎編 11/8（月）「りんごinチーズケーキ」
② 実践編 11/22（月）「シュトーレン」
いずれも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）
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）
各600円（税込）
①筆記用具 
②エプロン、三角巾、
　手拭きタオル
①11/ 4 （木）
②11/18（木）

プチ・お菓子作り
WEB申込OK

※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。

11/7（日）
10：00～14：00
クリスファーム（若狭町山内42-14）

日　時

会　場

音楽と美味しい空気を楽しもう♪

「ハーツわかさ 感謝企画」クイズラリー開催！「ハーツわかさ 感謝企画」クイズラリー開催！
若狭店舗委員会主催

10/30（土）～11/7（日）　　　　　ハーツわかさ店内
店内にある「クイズラリー応募用紙」に答えてご応募ください。
11/14（日）～12/7（火） 店内に掲示・商品交換

日　時 会　場

内　容

発　表

正解者の中から、豪華賞品をプレゼント！詳しくは、店内ポスターをご覧ください。

ハーツわかさ

※詳細は後日
　店頭ポスター、
　チラシにて
　お知らせいたします。



※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

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。

コープの会 カラフル～ふ登校カフェ～主催 市民活動助成金団体主催

ふ登校や行き渋りで心配やお悩みを抱えていませんか？情報収集や息抜きに。

ふ登校カフェ（お茶会）

11/5（金）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
6名程度（申込先着順）　　　　100円（税込・茶菓子代） 
受付中　　　　　　　　　　　当日まで

定　員 参加費

受　付 締　切

会　場

対　象

日　時

TEL：090-7752-7249（三國）
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

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。

11/13（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 
TEL：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。

お問い合わせNo.000987

県民せいきょうのコープ商品おしゃべりサイト県民せいきょうのコープ商品おしゃべりサイト

×

①ハーツで応募　②コープでPHOTOで応募　
③インスタグラム・ツイッターで応募

11月1日はハーツの誕生日！皆さまに感謝の気持ちをこめて、
ハーツ、コープでPHOTO、インスタグラム、ツイッターで『ハーツ
ぬりえキャンペーン』を開催！家族みんなでぬりえを塗ってキャン
ペーンに応募して、プレゼントをもらっちゃおう♪

応募期間

プレゼント

応募方法

どなたでも応募いただけます。ハーツ各店またはハーツきっず
に設置のぬりえをお持ち帰りいただくか、コープでPHOTOか
らダウンロードいただき、ぬりえを塗ってご応募ください。

10/1（金）～11/20（土）

おなまえ
（ペンネーム）
（おおきくかいてね！）

さい
（任意）

おなまえ
（ペンネーム）
（おおきくかいてね！）

さい
（任意）

コーすけ部門

各部門1名様（合計2名様）に

お買い物券2000円分
＋コープ商品3点詰め合わせ

ハーツ
賞

25名様に

お買い物券500円分
ニコニコ
賞

参加賞

B
コープでPHOTO・SNSで応募の方

20ポイント進呈！

参加賞

A
ハーツで応募の方

各店先着100名様に（お1人様1回限り）

コーすけハンドタオル！

入賞・当選者は2022年1月中旬に
ハーツ・ホームページ・SNSにて発表します！

ぬりえダウンロード・
応募フォーム・詳細・

ぬりえギャラリーは

　　　　　　　　　 　 

から
※2022年1月中に進呈

（お1人様いずれか1回限り）

ぬりえギャラリー

ハーツタウン部門

立つ、座る、歩く、息をするといった、生活の基本動作をも
とに心と体を整える、人生100年時代の新メゾット10秒
ポーズ健康法の実技とお話をします。体の力を目覚めさせ
る、濃密な10秒をぜひ味わってください。

くらしの見直し講演会 ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会主催

今、心身を整える
～10秒ポーズ健康法～

11/27（土）13：30～15：00（開場13：00～）
武生商工会議所 パレットホール　　　　　 
理学療法士/フィジカルセラピスト 福田 裕子さん
50名（申込先着順）　　 　　無料　　 　　11/25（木）

会場からオンライン配信も行います。視聴を
ご希望の方はこちらよりお申し込みください

▲

※生配信のため、画像が乱れる、音声が
　途切れる場合もございます。ご了承ください。

講　師

会　場

定　員 参加費 締　切

日　時

家を建てたい！車を買いたい！家族旅行に行きたい！子
どもの進学…などみなさん夢や希望をお持ちですよ
ね。わが家のライフプランを立てることが、夢や希望
を叶えるための第一歩です。

ハーツつるが オアシス　　　　　　　LPAの会メンバー
子育て世代（お子さまが中学生くらいまでの方）
各10名（申込先着順）
各100円（税込・資料代）　　　　　　 筆記用具、電卓

※いずれか1回のみのご参加も可能です。

定　員

参加費 持ち物

対　象

会　場 講　師

日　時 「わが家のライフプラン
  ～家族の幸せのためにできること～」
10/29（金）10：00～12：00

前半

「わが家にピッタリ！のお金の上手な使い方
  ～成功する家計管理のコツ～」
11/30（火）10：00～12：00

後半

2回参加
された方には
生協の
家計簿を
プレゼント！

子育て世代の
方のための

WEB申込OK
WEB申込OK

めざせ！家計の達人2回連続講座

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。

お申し込みコード▶
お申し込み・お問い合わせ 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。

（公社）ふくい・くらしの研究所 ☎0776-52-0626

身につけよう！
生活に必要な金融の知識と判断力
現代の社会では、誰であっても、生涯にわたって様々な金融商品
と関わりを持つことになります。社会人として経済的に自立し、
より良いくらしを送るために、金融に関する知識と判断力を身に
つけましょう。

くらしの講座 受講者募集！ おうちから参加できます♪オンライン（Zoom）で開催　 WEB申込のみ

11/3（水・祝）13：30～15：00
（公社）日本消費生活アドバイザー・
コンサルタント・相談員協会 西日本支部消費者教育研究会
代表 消費生活アドバイザー 田村 富美さん　

オンラインによる配信（Zoom）　　　　 一般県民　　　　 各30名（申込先着順） 　　　　無料　　　 　各開催日の5日前

講　師

参加費 締　切定　員対　象形　式

日　時 11/13（土）13：30～15：00
株式会社オフィス・リベルタス 
経済コラムニスト 大江 英樹さん

講　師

日　時

アフターコロナを生き抜くための知恵
～損をしたくない人の心理学～

時代の変化が激しくなるにつれて、複雑さを増してきた世の中の
経済活動。人生において大きな失敗をしないためにも行動経済
学の視点から学び、知識だけではなく、生活の知恵を身につけま
しょう。

2021年度 組織ネットワーク支援部主催 スキルアップ講座 WEB申込OK

生協の活動に興味のある方！これから何か始めたい方！を対象にスキルアップ講座を開催します。講師はオンラインでご講演いただ
きます。ハーツまたは本部センター、ご自宅から「Zoom」にてご参加ください。くらしの中で活かせる新たな学びや、新しい仲間との
交流を一緒に楽しみましょう！

今、世界で起こっている飢餓と貧困の問題、食料廃棄の現状などを
知り、自分のくらしの中でどのようにつながっているか、また、どの
ように行動するべきかなど、自分たちにできることを考えます。

第4回

SDGsと国連WFPの食料支援
～飢餓ゼロをめざし私たちにできること～

環　境

10/28（木）10：00～11：30
特定非営利活動法人 国連WFP協会

・県民せいきょう 本部センター（福井市開発5丁目1603番地）
・ハーツつるが オアシス　・ハーツわかさ 組合員集会室
・ご自宅からZoom（ご希望の方はWEBでお申し込みください）
県民せいきょうの組合員　　　　　各会場10名（申込先着順）　　　　 　
無料　　　　　　　　　　　　　　受付中　　　　　　　　　　　　　
各開催日の3日前　　　　　　　　 WEBまたは下記コールセンターまで

日　時

対　象

会　場

参加費

定　員

受　付

締　切 申込方法

講　師

「ひとことカード」で一世を風靡した生協の白石さん。白石
流コミュニケーションから、相手の気持ちを考えたコミュニ
ケーション術を学びます。

第5回

生協の白石さんリターンズ～ひとことカード
から学ぶ白石流コミュニケーション術～

コミュニケーション

11/10（水）10：00～11：30
日本生活協同組合連合会 営業本部 白石 昌則さん

日　時

講　師

詳細はこちら

作品はぬりえギャラリーで紹介▶


