
身体あたたまる
春ランチ

パレットの会主催

【日　時】　3/22（木）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　12名（申込先着順）
【参加費】　500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　　　　手拭きタオル
【受　付】　2/19（月）10：00～

ハーツはるえハーツはるえ

本格コーヒーを手軽に
楽しもう

コーヒーの種類や焙煎の仕方、それぞれの特徴などの学習のあと
おいしいたてかたを実演を交えて教わります。その後、おいしい
お茶菓子をいただきながらメーカーさんと交流をします。

学園店舗委員会主催

【日　時】　3/8（木）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 さくらルーム
【講　師】　小川珈琲㈱ 西脇氏
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　500円（お茶菓子付き）
【持ち物】　筆記用具
【受　付】　2/17（土）9：30～

折り紙で
バラを作りましょう

割り箸で作るラティス風の枠に折り紙で作ったバラを貼り付け
ます。スタッフが折ったバラの花を4個プレゼントします。

すいせんの会主催

【日　時】　3/12（月）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 さくらルーム
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　300円（おやつ付き）
【受　付】　受付中

ハーツ学園ハーツ学園

※出来上がりイメージです。

ダンボール
コンポスト教室

ダンボール箱を使った生ゴミの堆肥化に挑戦してみませんか？

くれよんの会主催

【日　時】　3/24（土）14：00～15：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　宮田 宏美氏（環境アドバイザー）
【定　員】　15名（申込先着順）　
【参加費】　1,000円（材料費）
【持ち物】　筆記用具、現在ダンボール
　　　　　コンポストを行っている方は
　　　　　中の土を一握りお持ちください
【受　付】　2/19（月）10：00～

ダンボールコンポスト教室
ダンボール箱を使った生ゴミの堆肥化に挑戦してみませんか？

ぐるぐるの会主催

春のお彼岸 「終活」講座
今どきの葬儀のことやエンディングノートを通して、これから
の生き方、くらし方を考えましょう。

生協葬祭みれい・ＬＰＡ（ライフプランアドバイザー）の会

【日　時】　3/28(水）10：00～11：30
【会　場】　ハーツ羽水 組合員集会室
【講　師】　宮田 宏美氏（環境アドバイザー）
【定　員】　15名（申込先着順）　
【参加費】　1,000円（材料費）
【持ち物】　筆記用具、現在ダンボール
　　　　　コンポストを行っている方は
　　　　　中の土を一握りお持ちください
【受　付】　2/17（土）9：30～

ハーツ羽水ハーツ羽水

ハーツ志比口ハーツ志比口

メニュー（予定）
・味がしみてる美味しいチャプチェ
・あんかけチャーハン
・甘栗で簡単モンブラン  など

【時　間】　3/21（水・祝）10：00～11：30　
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【定　員】　20人（申込先着順）　
【参加費】　200円（資料・茶菓子代）
【持ち物】　筆記用具

※みれい会員は無料

葬儀のカタチと費用　一般葬、家族葬それぞれのメリット
エンディングノート　　これからの生き方をカタチに

講
座
内
容

生協の組合員活動ブログ

くみかつ応援日記

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時

組合員さん同士の交流・学習の場として、積極的なご参加お待ちしております！組合員さん同士の交流・学習の場として、積極的なご参加お待ちしております！

2・3月 イベント案内イベント案内イベント案内イベント案内

※イベントチラシに掲載していま
す企画は、チラシの配布以前よ
り募集を開始している企画も
あります。ご応募いただいた時
点で定員に達していた場合は
ご容赦願います。 ※受付時間外は、音声ガイドにて、お問い合わせの受付と緊急時の連絡先をご案内しております。

※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使用させていただきます。
　目的以外の利用はいたしません。

おかけ間違いがないように、番号をお確かめください。

お申込み
お問い合わせ

●ハーツはるえ
　ひまわりルーム
●ハーツ学園さくらルーム

●ハーツ志比口
　組合員集会室 しいの樹
●ハーツ羽水組合員集会室 利用者募集中！利用者募集中！利用者募集中！

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時



※イベントチラシに掲載しています企画は、
チラシの配布以前より募集を開始している
企画もあります。ご応募いただいた時点で
定員に達していた場合はご容赦願います。

※イベント開催当日の写真を、県民せいきょ
うのホームページ掲載や、広報紙（組合員へ
の配布や店内配布など）に掲載する場合が
ございますのでご了承願います。

お申込み
お問い合わせ

※受付時間外は、音声ガイドにて、お問い合わせの受付と緊急時の連絡先をご案内しております。
※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使用させていただきます。
　目的以外の利用はいたしません。

おかけ間違いがないように、番号をお確かめください。

受付時間 /月～金 午前8時30分～午後8時   土曜日 午前9時～午後5時

2/20（火）・3/20（火）
各回13：30～14：30
大野きらめき 2F 多目的集会室
ヨーガインストラクター 飛石 めぐみ氏
18名（申込先着順）　　　　　 500円
バスタオルまたはヨガマット、
動きやすい服装
受付中

参加費

講　師

会　場

日　時

定　員

受　付

持ち物

3/31（土）10：00～12：00
大野きらめき 2F 多目的集会室
10名(申込先着順）
1人300円
（親子で参加の方は600円）
エプロン、三角巾、
手拭きタオル
2/19（月）10：00～

参加費

会　場

日　時

定　員

受　付

持ち物

身体にやさしい
ヨーガ教室

きらめきファームの会主催

春休みですね！子どもたち集まれ～！
子ども料理教室

大野の郷土料理
のっぺい汁を
作りましょう！

奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内奥越地域 イベント案内

大地震・豪雨水害など自然災害が多発する現在、いつどのような災害に見舞われるかわかりません。
もし災害に遭ったらどのように対処するとよいか、学習講演や模擬体験を通じて防災・減災を学び、自らの身を守
ることを考えましょう。

大規模災害時、被災地に緊急食糧支援が届くまで
数日かかります。その際家庭で最低3日間は過ご
せる非常食を備蓄することが大切です。
定期的に食べながら買い足しを繰り返して、備蓄
すること。非常食として特別に用意して保存して
おくのではなく、日常食べている食品（水・カップ
麺・缶詰・レトルト食品・お菓子な
ど）を非常食として、食べた分だ
け補充しながら、一定量を確保し
ておくのが「ローリングストッ
ク」です。見本となる商品の展示
などを行います。

主催：福井県労働者福祉協議会、全労済福井推進本部
共催：県民せいきょう、連合福井、北陸労働金庫福井県本部、福井県生協連合会 他

福井県産業会館１号館会　場3/25（日）10：00～17：00日　時

家族で楽しく学ぶ防災・減災フェア 参加費
無料

「桜ライン311」は、東日本大震災のとき、福井県が「チームふくい」と
してボランティアに入った岩手県陸前高田市で、津波の恐ろしさを
後世に伝えるため、津波が到達した地点に桜を植樹する活動を行っ
ているNPO団体です。その代表である岡本氏
をお迎えして、講演会を開催します。
県民せいきょうも、昨年・一昨年と2年続けて
植樹ボランティア活動に参加しました。

「東日本大震災の教訓と
 災害に備えるということ」
  ～災害の伝承と自分ごと化～

県民せいきょう（第1地区本部）企画

例えばこんな活動があります！

その他 体験ブース（予定）

非常食の新たな備蓄法
「ローリングストック」

岡本 翔馬氏（NPO桜ライン311代表）講　師

福井県産業会館１号館 中央ステージ場　所

13：00～14：15時　間

【日　時】　2/26（月）10：00～12：00　　　　【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【定　員】　15名（申込先着順）　　　　　【参加費】　200円（資料代・茶菓子代）
【持ち物】　生命保険証券、筆記用具、電卓　　　　　
【託　児】　お子さまお1人につき300円（要予約・申込先着順）※1歳未満のお子さまは要相談ください。

ボランティア活動を通じて、自分の生きがいづくり、いきいきとした地域づくり、
子育て・高齢者支援、福井の農業応援に一緒に参加してみませんか？

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

証券チェックと見直し方法～自分の証券をチェックしよう～

生協や地域で活動するボランティアさん募集中！！

証券には何が書いてあるのか？保険内容を読み取る力をつけて、わが家の証券を読んでみます。
また、保険の見直しをする時のポイントを知りましょう。

第1地区産直協議会

産直イベント情報局産直イベント情報局産直イベント情報局
お住まいの地域以外の交流会へのご参加もおまちしています!

主催／第１地区産
直協議会

主催／第１地区産
直協議会

10：00　災害救助犬訓練実演&ふれあいコーナー（JKC災害救助犬チーム金沢）
11：00　女性のための防災セミナー（国崎 信江氏）
12：00　防災科学実験ショー（Dr.ナダレンジャー）

13：00　東日本大震災の教訓と災害に備えるということ（岡本 翔馬氏（NPO桜ライン311代表））
14：30　防災科学実験ショー（Dr.ナダレンジャー）
15：15　クイズで学ぶ女性の防災（国崎 信江氏）
16：15　防災ビンゴゲーム（国崎 信江氏）

ステージスケジュール（予定）
●紙ぶるるとストローハウス
●ビニール袋でカッパを作ろう
●ダンボールで簡易トイレを作ろう
●ガラス散乱体験&紙スリッパ
●起震車体験コーナー
●防災クイズ&防災シュミレーター
●負傷者搬送・応急措置体験
●サバメシ（サバイバル飯炊き）

メニュー（予定）

•薔薇の飾り巻き寿司
•里芋ののっぺい汁
•ヨーグルトゼリー

低学年の方は
お家の人と一緒に
参加してくださいね

低学年の方は
お家の人と一緒に
参加してくださいね

登録いただいた組合員が現地の畑で植付けか
ら収穫まで生産者と一緒に栽培・管理する制度
です。収穫したじゃがいもは全てオーナー（組
合員）のものとし、
生産者へ登録料を支
払います。

じゃがいもオーナー制度とは？じゃがいもオーナー登録募集
〈植付け〉3/31（土）10：00～
林農園（坂井市三国町嵩）　　　　　
25うね限定（申込先着順）
１うね（約10m）につき2,000円（種いも・有機肥料・管理代含む）
2/17（土）10：00～

参加費

会　場

日　時

定　員

受　付

ボランティアに関心のある方は、下記の県民せいきょうコールセンターまでご連絡ください。

写真はイメージです

レインボーファーム応援団 きらめき応援団 きらめきくらしの
サポーター

その他に
生協が連携している地域の
ボランティアセンターや
団体の紹介

生協の介護事業所きらめきで、利用者さ
んとのレクリエーションやゲーム、話し
相手やきらめき祭りでのお手伝いなど。

生協の農業生産法人ふくいレインボー
ファーム(あわら市と敦賀市）での野菜
の種蒔きや植え付け、間引き作業や草
取りなどのお手伝い。

くらしの中で困ったことが
あれば、お互い助け合うこ
とで、自立したくらしをサ
ポートする有償の家事支援
サービス。

講演会 体験ブース




