
ハーツ志比口ハーツ志比口ハーツはるえハーツはるえ ハーツ学園ハーツ学園

オリーブオイルの魅力を
知って活用しよう

フィオーレの会主催

【日　時】　7/11（水）10：00～12：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【講　師】　オリーブオイルソムリエ
　　　　　中辻 美紀氏
【定　員】　15名（申込先着順）
【参加費】　1,200円
　　　　　(画像のオリーブオイルのお土産付き)
【持ち物】　エプロン、三角巾、
　　   　  手拭きタオル、
　　   　  筆記用具
【受　付】　6/16（土）9：30～

前半はオリーブオイルについての学習。
後半はオリーブオイルを使ったクッキング。
楽しく美味しく学びましょう。

ふくいは美味しい！
～伝えたい夏の味～

なのはな会主催

【日　時】　7/2（月）9：30～12：00
【会　場】　ハーツ学園 さくらルーム
【定　員】　18名（申込先着順）
【参加費】　1,000円
　　　　　（手作りりんごジャムのおみやげつき）
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】　6/16（土）9：30～

和紙でつつじの花作り
～越前和紙を使ったつつじの花で
サンドームを華やかに！～

すいせんの会主催

坂井コープの会主催

【日　時】　7/30（月）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、ゴム手袋、マスク、タオル、
　　　　  空の牛乳パック一個
【受　付】　7/2（月）10：00～

廃油を使って
石鹸を作りましょう！

コープファミリーのチラシの中で、食べてみたい商品を少しずつ味見してみんなでわいわいとランチしましょう。
お子様連れも大歓迎です♪調理はあじさいの会メンバーが行います。

あじさいの会主催

【日　時】　6/18（月）11：00～13：00
【会　場】　三国町加戸コミュニティセンター（坂井市三国町加戸136-7-7）
【定　員】　16名（申込先着順）　【参加費】　700円　【持ち物】　筆記用具　【受　付】　受付中

コープファミリーの商品でお試しランチしましょ♪

～毎日の生活に取り入れて
美味しく元気に！～

国体のお花で寄せ植えを！！
～綺麗なお花で国体・障スポを
おもてなししましょう！～

福井コープの会主催

福井コープの会主催

【日　時】　6/20（水）13：30～15：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【講　師】　福井園芸センターの方
【定　員】　15名
【参加費】　600円
【受　付】　受付中

5株の
寄せ植えを
予定して
います

新聞紙DE花！！

【日　時】　7/18（水）13：30～15：00
【会　場】　ハーツ志比口 2F しいの樹ルーム
【定　員】　15名　【参加費】　200円
【持ち物】　はさみ
【受　付】　6/16（土）
　　   　  10：00～

茎や葉っぱも
つけて可愛いお花に

なります！
ティータイムも
あります

～新聞紙のカラーの部分を使って
お花を作ります～

※お子さまの参加は
　ご遠慮ください。

越前和紙を使用してつつじの花を2輪作ってい
ただきます。1輪は国体会場になるサンドーム
に、熱い応援メッセージをつけて飾ります。もう
1輪はお持ち帰りいただきます。生協のおいしい
おやつ付きです。

親子料理教室
ドレミの会主催

【日　時】　7/30（月）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　5家族（申込先着順）
【参加費】　お1人300円
【持ち物】　エプロン、三角巾、手拭きタオル
【受　付】　7/2（月）10：00～

【日　時】　7/9（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（おやつつき）
【受　付】　6/16（土）9：30～

身体に優しいおやつ作り
～子育て層のお母さん対象の

企画です！～

坂井子育て委員会主催

【日　時】　7/13（金）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【講　師】　お菓子教室リボン 松村 桂子氏
【定　員】　10組　【参加費】　500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、ハンドタオル
【受　付】　6/16（土）9：30～

お子さん連れ
ＯＫ！ベビーカー、

おんぶ紐、だっこ紐
は

ご準備ください

親子でおやつを作って、
絵本の世界へ！

くれよんの会主催

【日　時】　7/14（土）10：00～12：00
【会　場】　ハーツはるえ ひまわりルーム
【定　員】　5家族（申込先着順）
【参加費】　1家族 500円
【持ち物】　エプロン、三角巾、タオル
【受　付】　6月25日(月)10：00～

福井国体を
盛り上げよう！

メニュー
・らっきょ入りいなり寿司 
・鯵の南蛮漬け 
・くるま麩のフライ 
・ごま豆腐
・豆腐ともずくのすまし汁 
・アップルパイ

絵本の
読み聞かせも
あるよ！

子どもたち
集まれ～！

※イメージです

メニュー（予定）
・ウィンナーパンケーキ
・たまごの巾着焼き
・スープ
・フルーツヨーグルト

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！

6・7・8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

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

身体にやさしい ヨーガ教室
6/19（火）・7/17（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

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!

【日　時】　7/7（土）9：30～13：30
【集合場所】　9：30 ハーツはるえ 発
【会　場】　永平寺やさい村（永平寺町松岡）
【定　員】　30名（申込先着順）
【参加費】　4歳以上 700円、3歳以下 無料
【雨　天】　雨天中止（中止の場合は前日にご連絡いたします）　【受　付】　6/16（土）10：00～

  9：30
10：00～11：00
11：20～12：50

13：30

ハーツはるえ 発
収穫体験と交流
昼食（グリーンセンターにて）
ハーツはるえ 着 

スケジュール収穫した
ピクニックコーンは

現地で
販売いたします。

昼食は生協で
準備しています
（参加費に含む）

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 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

女性のための
やさしい年金講座

女性の年金は就職・結婚・出産など、人生のイベントにより、複雑に
なりがちです。難しく考えがちな年金ですが、基本的な仕組みや、
制度についてＬＰＡがやさしくお伝えします。 

【日　時】　6/16（土）13：30～15：00
　　　　　（開場13：00）
【会　場】　福井県生活学習館
　　　　　ユー・アイふくい 3階 映像ホール
【講　師】　えじそんママ 代表 岩室 智子氏
【定　員】　100名（申込先着順）
【託　児】　お子さまお1人につき300円
　　　　　（要予約・ユー･アイふくいチャイルドルーム）

子どものやる気を
伸ばすには

～これからの時代を生き抜く力を育む子育て～

・年金制度のしくみ ・学生納付特例・免除 ・3号制度～パートの働き方～
・老後の年金 ・遺族年金 ・夫婦の年金のスタイル ・わたしの年金

内 　容

参加費
無料

夏休み親子講座夏休み親子講座
主催／第１地区産

直協議会
主催／第１地区産

直協議会

AI（人工知能）やロボットなどの開発により、今は誰も予測のつか
ない混沌とした時代です。これからの新しい時代をたくましく生き
抜く、やる気にあふれた「いのち輝く子」に育つには、いったい親
は何を大切にしたらいいのでしょう？

◆CO・OP商品の
　試食体験
・約100品目のCO・OP商品の試食体験！
・メーカーさんとの交流
・誰かの笑顔につながるエシカル商品を中心に
 生協オリジナル商品をお試しください！

◆「がんばらにゃ」でも紹介してる
　 発酵食品のレシピ

◆甘麹を使った簡単おかずと
　麹のはなし

◆キトテノワ 中川あやこさんが作る
　エシカル商品を使った
　マフィンとお酢のはなし

コーディネータ 
料理研究家 清水 知美氏

講　師

13：00～13：30
とば屋酢店
中野 貴之氏

時　間

ゲスト

時　間

ゲスト

11：00～11：30
あさひ愛農園 
寺坂 さくら氏

普段疑問に思っていることを、生産者の皆さんに質問
しながら発酵食品についての知識も深めよう！

ソーラーUFOを作ろう！ ひんやりアイスのひみつ！ レッツゴーお買い物!
～計画的なお金の使い方を学ぼう～

福井県中小企業産業大学校第1中教室 

7/24（火）
①10：00～12：00
②13：30～15：30

はさみ、
筆記用具

ＮＰＯ法人 エコプランふくい

TEL：0776‐52‐0626

お問い合せ・お申込み

紙皿を使って太陽光で動くUFOを作ります。
太陽光がエネルギーになるしくみを学ぼう！

アイスクリームは、何を使って作られている
のかな？アイスクリーム作りを通して、表示
の見方とアイスのひみつを探ろう！ スーパーにはたくさんの食べ物が売ってい

るよ！その中からどうやって食材を選んでい
るのかな？計画的なお金の使い方を学ぼう！

日　時

会　場

講　師

持ち物

ＡＯＳＳＡ 6階 調理実習室

7/26（木）
③10：00～12：00
④13：30～15：30

エプロン、筆記用具

料理アドバイザー
清水 知美氏

日　時

会　場

講　師

持ち物

小学生とその保護者対　象

①～④各企画 親子15組
⑤親子30組（先着順）

定　員

ＡＯＳＳＡ 6階601Ｂ・Ｃ

8/2（木）
⑤13：30～15：30

電卓、筆記用具

日　時

会　場

講　師

持ち物

参加費
無料

自由
研究

約100品目！

※調理実習ではありません。アイスクリームの試食は一口程度です。

CO・OP商品を使ったライブクッキング

福井県
金融広報委員会

福井県消費生活センター委託事業

（公社）ふくい・くらしの研究所
※電話またはＨＰから
　お申込みください。 申込締切 定員になり次第締め切ります

【日時・会場】
① 6/19（火）10：00～12：00 
　 ハーツ学園 3F さくらルーム
② 6/22（金）10：00～12：00 
　 ハーツつるが オアシス
③ 6/29（金）10：00～12：00  
　 ハーツはるえ ひまわりルーム

【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）

CO・OP商品 実感フェスタCO・OP商品 実感フェスタ
6/30（土） 10：00～15：00日　時

会　場 県民せいきょう本部センター（福井市開発5丁目1603）

参加費
無料

ピクニックコーン収穫体験交流会

夏休みですね～子どもたち！きらめきの畑に集合！
プチ収穫体験しましょう！

7/23（月）13：30～15：30
大野きらめき 多目的集会室、きらめきの奥にある畑　　　　　 10名（申込先着順）　　　　　
300円　　　　　 帽子、軍手、長靴、エプロン、三角巾、タオル　　　　　   7/2（月）10：00～

日　時

会　場 定　員

参加費 持ち物 受　付

きらめきファームの会主催

夏野菜やじゃがいもを
収穫して、簡単に調理して

食べましょう！！
ヨモギだんごも作るよ！

低学年の人は
お家の人と参加して
くださいね！

身体に優しいお魚とお野菜の料理教室
6/19（火）13：30～16：00頃
結とぴあ 2F 調理室
うおまさcafe オーナー 山本 恭子氏
15名（申込先着順）　　　　　500円
エプロン、三角巾、手拭きタオル

日　時

会　場

講　師

定　員 参加費

持ち物

大野コープの会主催

お魚やさんの

カフェオーナ
ーが

作る
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