
福井は美味！
つたえたい初夏の味

ハーツはるえハーツはるえハーツ学園ハーツ学園

足羽河原散策＆野草観察
ぐるぐるの会主催

なのはな会主催 すいせんの会主催

【日　時】　5/7（月）10：00～12：30
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　18名（申込先着順）　　　
【参加費】　1,000円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】　4/14（土）9：30～

クラフトかごを作りましょ♪

坂井コープの会主催

ぼた餅作り

【日　時】　5/14（月）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　15名（申込先着順）　　　
【参加費】　500円
【持ち物】　ものさし、はさみ、目打ち、
　　　　　洗濯ばさみ15個、筆記用具
【受　付】　4/14（土）
　　　　　9：30～

食べられる野草の見分け方や調理法なども教わりましょう。
【日　時】　4/25（水）10：00～12：00頃
【会　場】　ハーツ学園入り口付近に集合し歩いて足羽河原へ行きます
【講　師】　吉村 洋子氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　100円
【持ち物】　帽子、筆記用具、水筒、ビニール袋、動きやすい服装と歩きやすい靴
【受　付】　受付中

旬の山菜を使った
料理を作ります。

簡単デザートもあります♪

小雨
決行 【日　時】　4/15（日）13：30～15：00

【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　10名（申込先着順）
【参加費】　300円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル　
【受　付】　受付中

坂井宅配委員会主催

サンスターさんによる
出前学習会

～今さら人には聞けないお口のケアについて～
【日　時】　5/22（火）13：00～15：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　20名（申込先着順）
【参加費】　100円　　
【受　付】　4/14（土）10：00～

くれよんの会主催

人気のハーバリウムを
作ってみよう

【日　時】　4/15（日）10：00～11：30
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　あじさい工房 林 玲子氏
【定　員】　15名（申込先着順）　　　
【参加費】　2,000円（材料費）
【持ち物】　はさみ、新聞紙
【受　付】　受付中

※画像はイメージです

学習会内容
・オーラルケア基礎知識について
・歯周病について
・ハブラシやハミガキ粉の選び方 など

歯周病の
予防法も！

サイズ：
約7×22.5×13（cm）
サイズ：
約7×22.5×13（cm）

※画像はイメージです

おしゃれな
ハーバリウムで
癒されましょう

ドレミの会主催

グランドゴルフを
しましょう！

【日　時】　4/23（月）9：30～12：00
【集合場所】　余熱館ささおか（あわら市笹岡）
【定　員】　10名
【参加費】　200円
【持ち物】　帽子、タオル、手袋、
　　　　　動きやすい服装
　　　　  （※クラブは
　　　　　　 こちらで準備します）
【受　付】　4/14（土）10：00～

雨天
中止

※画像は
　イメージです

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！

4・5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。
※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。

※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

自分へのプレゼント☆
フラワーＢＯＸ作り

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

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

夏野菜の苗販売

5/28（月）14：00～15：30
大野きらめき 2F 多目的集会室

島田 敏氏

10名（申込先着順）

1,000円

花はさみ

5/5（土・祝）
10：00～

日　時

会　場

講　師

定　員

参加費

持ち物

受　付

産直生産者 石黒農園さんの苗を販売します。定番の夏野菜の苗は
もちろん、多数の品種をご用意します。

日　時 4/28（土）・29（日・祝）
10：00～16：00（両日）

会　場 ハーツはるえ店頭にて

石黒さんの苗で、
元気な野菜を

育ててみませんか!?

大野コープの会主催身体にやさしい
ヨーガ教室
4/17（火）・5/22（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

日　時

会　場

講　師

定　員

参加費

持ち物

受　付

彩り鮮やかな
お寿司でおもてなし！

4/24（火）11：00～13：00
三国町加戸・公園台コミュニティセンター
（坂井市三国町加戸136-7-7）

あじさいの会メンバー

16名（申込先着順）

800円

エプロン、三角巾、
手拭きタオル

4/14（土）10：00～

日　時

会　場

講　師

定　員

参加費

持ち物

受　付

※画像はイメージです

※画像はイメージです

四海巻き・フルーツ巻き・お花の手まり寿司をつくります。
コープのフリーズドライスープとで楽しいランチタイム♪

日　時 5/19（土）
10：00～14：00

会　場 勝山きらめき 駐車場

ライフプランニングについてのアドバイスと、くらしの見直し学習会を行う専門知識を持つ活動組合員を募集します。メンバーになるた
めにはライフプランアドバイザー養成セミナーを受講して資格取得をしていただきます。活動内容、セミナーについての説明会を開催
いたします。

LPA（ライフプランアドバイザー）の会 新規メンバー募集！
L PA（ライフプランアドバイザー）の会ご案内

① 募集条件　・組合員であること　・説明会に参加すること
　　　　　　・修了後最低2年間はLPAの活動に参加すること
　　　　　　・すべての講座を受講して、試験を必ず受けること

② 受講料　　40,000円（LPA登録後20,000円を還元します。
　　　　　　 　　　　　 実質自己負担額20,000円）
③ 募集締切　4/30（月・振休）

④ 受講スケジュール　　
　 4月……受講生募集
 　5月……受講生決定
　 7月……第1クール （社会保険）
　 8月……第2クール 
　　　　　（生命保険・金融）

9月……第3クール 
           （税金・不動産・相続）
10月…提案書提出
11月…修了試験

ライフプランアドバイザー養成セミナー受講概要

まずは説明会に
ご参加くださいね！【日時・会場】　①4/20（金）11：00～  ハーツはるえ ひまわりルーム

  　　　　　 ②4/23（月）11：00～  ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
説明会

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

【日時・会場】　①5/29（火）10：00～11：30  勝山きらめき 多目的集会室
  　　　　  ②5/30（水）13：30～15：00  ハーツ学園 3F さくらルーム
【定　員】　15名　　　　　　　  【参加費】　200円（資料代・茶菓子代）
【持ち物】　筆記用具、電卓　　　 【託　児】　お子さまお1人につき300円（要予約）

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？～
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？
耳なれない言葉も出てきますが、むずかしくはありません。医療保障を見直す時にきっと役に
立ちますよ！この機会にいっしょに考えましょう。

・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？
・実際に入院したらいくらかかるの？
・医療保険はどう選んだらいいの？
・今加入している医療保険、
 これでいいのかな？

内 

容

などなど…

あじさいの会主催

予告
勝山きらめき
周年祭!!

勝山きらめき
周年祭!!


