
やるもん！

コープ委員会・サークル・くらぶで
開催できる学習会がいっぱい！
みんなで、よりよいくらし方を学びませんか？

コープ
委員（会）と
地域の人たちで
学び合う
もん！

サロンや
ひろば、

つどいの場に
来てもらう
もん！

コープ委員会・サークル・くらぶの
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「やるもん！ 出前講座」のお申し込み・お問い合わせは、
下記「地区活動本部」まで

06-6849-6008

0797-87-9868

06-6429-8848

0798-67-6650

078-412-9674

078-652-2209

078-583-8778

078-707-0799

078-935-7199

079-285-4328

0796-24-1266

ＦＡＸ

06-6849-0231

0797-83-1017

06-6429-2411

0798-67-8927

078-412-7850

078-652-2206

078-583-4911

078-704-5701

078-935-7180

079-222-2294

0796-24-1266

ＴＥＬ

大阪北地区活動本部

第１地区活動本部

第１地区活動本部 塚口事務所

第２地区活動本部

第３地区活動本部

第３地区活動本部 兵庫事務所

第４地区活動本部

第５地区活動本部

第6地区活動本部

第7地区活動本部

第7地区活動本部 豊岡事務所

地区活動本部

年
度2019

メンバーで
スキルアップ
するもん！

組合員の学びをコープこうべが
サポートします！

相 談相 談 実現実現

広 報広 報

どんな学習を
したいですか？

学習テーマ・内容など
ご相談ください

　　　　　開催場所や講師の紹介、
　　　　参加者募集、
助成についてなどなど…

ご一緒に思いを「カタチ」にして
いきましょう

参加者募集など、
開催のお知らせを
コープこうべの
広報紙や

ホームページで
発信できます

相談

するもん！

コープこうべ
活動キャラクター
「やるもん」



取引先や商品部などへの直接の依頼はできません

約2週間で、地区活動本部から、日程・講師の連絡があります。
※日程調整の結果、やむを得ず、お受けできない場合があります。ご了承ください。
※「料理会」など、個別の開催要領や講師との詳細な打ち合わせが必要な場合は、
　この時にご連絡します。また、調整に2～3週間いただくことがあります。
※Ａ－１～４、Ｂ－３、Ｌ－１・２は開催4カ月以上先の申込みは対応の可否や
　講師がすぐには決まりません。

日程・講師の連絡

開催１カ月前までをめどに、
講師または担当部署と打ち合わせを行い、
学習内容や準備品、当日のスケジュール、
参加予定人数などを確認します。

講師・担当部署と
打ち合せ

事前に打ち合わせた内容にそって、学習会を開催し、終了後、
講師に謝礼（活動費）・交通費を渡します。〈下記、謝礼支払い参照〉
※「料理会」の謝礼支払い方法は、地区活動本部よりご案内します。

開催

終了後、開催に関わった皆さんでふりかえりをします。
目的は達成できたか、学んだこと、気づいたこと、
今後の活動に活かせることなどを話し合ったうえ
「開催報告書」に記入し、地区活動本部へ送付ください。
※「Ａ－１～４、Ｂ－３、Ｌ－１・２」の報告は、開催要領・レシピなどと一緒にお渡しする
　「開催報告書」に記入してください。

ふりかえり・
報告書の記入・送付

●学習会テーマ・希望日（第3希望まで）を
　メンバーで話し合い決定
●会場を確保（組合員集会室など）
●「申込み書」に必要事項を記入後、地区活動本部に
　ＦＡＸ（ＦＡＸ番号は裏表紙に記載）にてお申込みください。

申込み
開催の

2か月前までに

学習会開催までの流
れ

1 2

コープ委員会・コープサークル・コープくらぶへ
学習会を出前します！

よりよいくらしや地域づくりに向け、みんなで学び合いませんか？
日ごろの活動にぜひ生かしてください。

※プロジェクターなどの機材が必要な時も、
　地区活動本部にご相談ください。無料でお貸しします。

学習の目的にそった
内容、講師、開催時期や
おおまかなプログラム、
収支計画など、みんなで
話し合いましょう

〈コープ委員会〉
「会計の手引き」を参考の上、地区活動本部にご相談ください。
※原則的に謝礼は銀行振り込みです。

〈サークル・くらぶ〉
●コープこうべからの助成金を活用する場合
　地区活動本部にご相談ください。
●コープこうべからの助成金を活用しない場合
　記載の講師料をお支払いいただき、所得税法に基づき、必要な場合は
　適切に納税をしていただくよう講師にお伝えください。

謝礼支払いについて

タイトルや広報を
工夫して、広く参加を
呼びかけましょう！

ぜひ学んで
いただきたい

今年度、オススメの
講座です

組合員集会室が
無料になります

この冊子に
掲載の学習会を
開催する場合

企画が決まったら、
これに記入し、
地区活動本部へ

開催後、記入し、
地区活動本部へ

目次
申込み書 ３
開催報告書 ４
食生活を考える 5
食べ物から産地を考える 5
コープ商品 6
防災・減災 6
平和・国際協力 7
くらしを豊かに 8・9
環境 10
子育て 11
ライフプラン １2
コープ委員会におすすめ！ １2
福祉 13
虹っ子プログラム 14
ともしび財団 １4
虹っ子映画会 15・16
サークル・くらぶ向けの学習助成 17

小学生対象

イチオシ！
イチオシ！

このマーク
が目印！



（　　　　　　　　）地区活動本部 申込み日　　　　　年　　　月　　　日申込み先 （　　　　　　　　）地区活動本部 報告日　　　　　年　　　月　　　日報 告 先
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やるもん！出前講座 申込み書
コープ委員会・

サークル・くらぶ名

申込者（連絡窓口）

TEL・携帯

FAX

学習会名

講 師 名

会　　場

参加予定人数

一時保育（有料）

第１希望日
第２希望日
第３希望日

　　　月　　　日 （　　曜日）　　　時　　　分 ～　　　時　　　分
　　　月　　　日 （　　曜日）　　　時　　　分 ～　　　時　　　分
　　　月　　　日 （　　曜日）　　　時　　　分 ～　　　時　　　分

№　　　　　　　　　　　　　　　　例：

学習会名

会場名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
最寄駅　　　　　　電車　　　　　駅より　　　　　　　分
（　　　　　市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

要　　・　　不要　　　　※詳細はお問い合わせください

大　人　　　　　　人
子ども ０～１歳　　　　人　　　　２～３歳　　　　人
 ４～５歳　　　　人　　　　６歳以上　　　　人

備考
※チェックしてください

●Ｃ－１、Ｈ－６、Ｎ－１は地区活動本部がコーディネート

　　　　　年　　　月　　　日

（　　　　　　）地区活動本部

　　　　　年　　　月　　　日

地域活動推進部

　　　　　年　　　月　　　日

コープ委員会
サークル・くらぶ

　　　　　年　　　月　　　日

（　　　　　　）地区活動本部

　　　　　年　　　月　　　日

地域活動推進部

　　　　　年　　　月　　　日

コープ委員会
サークル・くらぶ

Ａ－１

開催目的
ねらい、今後の活動に
つなげたいこと

「コープくらぶ学習会」活用（年度内1回限り）

「（Ｈ－１～６対象）年度内１回、無料制度」活用

「虹っ子映画会」ポスター希望

※Ｂ－３・４、Ｇ－１、Ｈ－７・８、Ｉ－１～３・５

学習会が終わり次第提出してください

やるもん！出前講座 開催報告書

学習会名

講 師 名

参加人数

№

学習会名

開 催 日

会　　場

大　人　　　　　人

　　　（うちコープ委員・サークル・くらぶメンバー　　　　  人）

子ども　　　　　人（　　　　歳～　　　　歳）　合　計　　　　　人

〈事務局へ連絡〉〈収支〉簡単にご記入ください
収入…参加費など　支出…講師料・資料コピー代など

　　　月　　　日 （　　曜日）　　　時　　　分 ～　　　時　　　分

（できるだけ詳しく書いてください）

ふりかえり
参加者の反応、

目的は達成できたか、
今後の活動への
活かし方など

コープ委員会

コープサークル

コープくらぶ コープ委員会・
サークル・くらぶ名

報告者

コープ委員会

コープサークル

コープくらぶ

※Ａ－1～４、Ｂ－3、Ｌ－1・２は専用報告書を提出



※Ａ－１～４、Ｂ－３、Ｌ－１・２は
　各主催者合計3回までしか実施できません。
※毎月第1月、第3金は開催不可

注意
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20～30人開催人数 3時間 ※別途準備に1時間を要します。開催時間

コープこうべ家庭料理研究会講 　 師 6,000円講 師 料
1人分 約700円材 料 費コープ委員会：実費

サークル・くらぶ：無料交 通 費

20～30人開催人数
2時間半
※別途準備に1時間を要します。開催時間

1人分 約600円材 料 費

Ｂ－１～３
共通

食べ物から産地を考える

Ｂ－１
ひょうごの漁業と
魚を知ろう！

兵庫の漁業の現状とくらしとのつな
がりについての学習及び、季節の地
魚を使った調理実習と試食。
（調理内容は季節・魚によって異なります）

Ｂ－３
ひょうごの
魚を食べよう

季節の魚料理
（例）●ホタルイカのパスタ
 ●しらすのうす揚げピザ風
 ●いかなごフルセの巻きずし
※季節や魚の状況によって変更になります
※毎月第1月、第3金は開催不可

Ｂ－２
ひょうごの漁業と
魚を知ろう！（めーむ版）

兵庫の漁業の現状とくらしとのつ
ながりについての学習及び、「めー
む」掲載の地魚を使った調理実習
と試食。
（調理内容は季節・魚によって異なります）

10,000円講師料

兵庫県
漁業協同組合連合会
おさかな講師

講　師

実費交通費

6,000円講師料

コープこうべ
家庭料理研究会講　師

コープ委員会：実費
サークル・くらぶ：無料交通費

子どもも参加
できます！

と
れ
ぴ
ち

実習と試食

実習と試食

メニューは直近でないとお知らせできません。

例年猛暑が続くこの季節。夏バテ予防のためにも
栄養バランスをしっかり考えながら、簡単・時短で
できるコツを学びましょう。

栄養バランスも考えて、
簡単・時短メニュー

●豚肉と夏野菜のピリ辛レンジ蒸し
●にらのふわ玉スープ　●中華風ピクルス　
●パイナップルライス　●マンゴープリン

Ａ－２

食べ物を選び組み合わせる力をつけ、「食」から新生活を
応援！多く摂りがちな食塩についても知っておきましょう。

新生活応援！
一人立ちメニュー
＆塩分控えめ

●鰆の野菜蒸し
●新玉ねぎと新じゃがのポテトサラダ
●和風ミネストローネ　　●いちご白玉

Ａ－１

春春

秋秋 冬冬

夏夏

食物繊維は「第六の栄養素」ともいわれ、健康保持に
役立つ機能を持っています。便秘解消だけじゃない
食物繊維について学習しましょう。

食物繊維を
しっかり摂ろう

●れんこんおからバーグ
●切り干し大根とひじきのごま酢和え
●きのこの沢煮椀　　●さつまいもケーキ

Ａ－３
強い骨づくりのためにしっかり摂りたい
カルシウム。毎日の食事に上手にカルシウムを
摂るコツを学びましょう。

カルシウムたっぷり

●鮭とアボカドのクリームシチュー
●水菜とじゃこのサラダ
●高野豆腐のトマトチーズ焼き
●ヨーグルトポムポム

Ａ－４

コープ商品

30分～1時間（時間は相談に応じます）開催時間
組合員理事講　　師 無料講 師 料 無料交 通 費

10人～開催人数

Ｃ－２
コープ商品のお役立ち　
ちょこっと
コープ商品のおはなし

コープ商品とエシカルについてお話します。

10～30人開催人数 1時間半～2時間開催時間
生産事業部職員講　　師 無料講 師 料 無料交 通 費

Ｃ－１

生産事業の歴史や開発・改善品のこだわり、主力商品の商品づくりについて
学びます。製造商品について個別のテーマについてもご相談ください。

六甲アイランド発！
食品工場生産品の魅力

※土・日曜日は不可　※スクリーン（ホワイトボード等）が必要です。

イチオシ！
イチオシ！

CODE海外災害援助市民センター・
被災地NGO協働センター職員講 　 師

5,000円講 師 料 実費交 通 費

15～40人開催人数 1時間開催時間

Ｄ－１
国内や海外の被災地の現状、被災者に寄り添い、
支援するにあたって大切なことを学習。

防災・減災

防災・減災
「クロスロードゲーム」
災害が発生したときに迫られる
とっさの判断。ゲームを通じて
判断の難しさを体験します。

Ｄ－２

100分～2時間開催時間

実費交 通 費

親子・大人10～40人開催人数

神戸クロスロード
研究会職員講　　師

27,000円
※学習キット含む講 師 料

災害で
街はどうなる？
災害が発生すると、
私たちの街はどうなるの？
日頃の防災対策などを
学習します。

Ｄ－３

1～２時間開催時間
ひょうご防災
特別推進員講　　師

無料講 師 料
無料交 通 費

10～40人開催人数

大切な命と財産を守ろう！
―自然災害を知る、備える―
備えあれば憂いなし。
正しい知識でしっかり備えましょう。
テーマ：地震、台風、土砂災害など

Ｄ－４

10,000円講 師 料
防災リテラシー研究所講　　師

実費交 通 費

1～２時間開催時間

制限なし
（会場の大きさによる）

開催人数

※Ｄ－１～４は可能なかぎりパソコン、プロジェクター、スクリーンをご用意ください。

イチオシ！
イチオシ！

もっと知りたい！災害ボランティア

食生活を考える
Ａ－１～４
共通

季節の食材を使用するので、開催月にあったメニュー選択をお願いします。



Ｅ－１
紙芝居やゲームを通して、今、あたりまえになっている
私達のくらしを考えてみましょう。

世界ってつながってるよ

兵庫県ユニセフ協会ボランティア講 　 師 無料講 師 料 実費交 通 費
20人開催人数 30分～2時間開催時間

くらしと憲法のかかわり
かた～い憲法をやわらか～くお話しします。
Ｅ－５

「わたしたちのくらしと憲法」
ワーキンググループ講　　師

無料講 師 料 実費交 通 費

10人開催人数 30～40分開催時間

ペーパービーズアクセサリーから平和を考える
アフリカで作られているアクセサリーづくりを体験し、その文化に触れながら、
日本ではあたりまえのようになっている「平和」についてみんなで考えます。

Ｅ－７

無料講 師 料

NPO法人日本災害救援ボランティアネットワーク講　　師

無料交 通 費 無料材 料 費
10人～開催人数 30分～1時間半開催時間

くらしの中の「小さな平和」
身近な平和を見つけましょう。
暮らしの中から感じる「平和」をひろいあげてきましょう。

Ｅ－６

組合員理事講　　師 無料講 師 料 無料交 通 費

10人～開催人数
30分～1時間（時間は相談に応じます）開催時間

平和・国際協力

ユニセフきほんのき
ユニセフってなあに？
知っているようで知らない
ユニセフの活動を映像や
ワークショップ、視察報告等で
わかりやすくお伝えします。

Ｅ－２

10～40人開催人数
1～２時間開催時間

兵庫県ユニセフ協会
ボランティア講　　師

無料講 師 料
実費交 通 費

※Ｅ－２～４は可能なかぎりパソコン、プロジェクター、スクリーンをご用意ください。

小学生・
親子も可

対象
Ｆ－１
安心してインターネットや携帯電話・ゲーム機を楽しむために、
ネットに潜む危険を学びましょう。

インターネットに潜む危険

くらしを豊かに

イチオシ！
イチオシ！

15,000円講 師 料 講師料に含む交 通 費
ＮＩＴ情報技術推進ネットワーク㈱講 　 師
10人～開催人数 2時間開催時間

※プロジェクターをご用意ください。

小学
高学年～可

対象

わかりやすい
社会保障制度・
介護保険について

誰もが迎える老後について、
意外と知らない「社会保障制度・介護保険」について
わかりやすく説明します。

Ｆ－３

3～20人開催人数 1時間半程度開催時間
コープエイシス社員講　　師
無料講 師 料 無料交 通 費

匂袋を作ってみませんか？
５種類のお香をブレンドしてお好みの匂袋を作り、
お持ち帰りいただけます。（お１人様１コ）
クレリ案内センターから、コープこうべ葬祭事業
（クレリ）の紹介、取り組みについてお話します。

Ｆ－６

20人前後開催人数 1時間開催時間
クレリ案内センター職員講　　師
無料講 師 料
1人300円材 料 費

無料交 通 費

こんなん知っとぉ？気ィつけや!!
消費者トラブル回避の術

おいしい話にはウラがある。最近の消費者トラブル事例を
紹介するとともに、被害にあわない４つのポイントを伝授します。

Ｆ－４

10人～開催人数 30分～1時間（時間は相談に応じます）開催時間
コープサークル講　　師 3,000円講 師 料 実費（2人分）交 通 費

○×クイズで

楽しく学ぼう！

しょうざえもん

7 8

※12月～２月は花・ハーブの種類が少ないので
　できるだけ避けてください。

寄せ植え講習会
花やハーブの寄せ植え実習をします。
Ｆ－５

5人～開催人数 1～1時間半開催時間
コープこうべグリーンアドバイザー講　　師
4,000円講 師 料 実費交 通 費
1人2,000～3,000円
（植木鉢持参の場合）材 料 費

民族衣装から
アジアの人々の
生活にふれる
アジアの現状と現地の
生活についてお話しします。
民族衣装の着付体験も
あります。

Ｅ－３

PHD協会職員講　　師
5,000円講 師 料
実費（2人分）交 通 費

15～40人開催人数
1～２時間開催時間

※基本的に4～12月

世界の女性と
子どもたちのために
コープこうべ代表として、
ユニセフスタディツアーに参加した
組合員が、さまざまな国や地域で
行われているユニセフの支援活動の
現場の様子を報告します。

Ｅ－４

ユニセフスタディツアー
参加組合員講　　師

無料講 師 料
実費交 通 費

15～40人開催人数
1～1時間半開催時間

「もの」を考える
消費者になろう

賢い消費者への第一歩となるような
お話をします。

Ｆ－２

10人～開催人数
30分～1時間
（時間は相談に応じます）開催時間

組合員理事講　　師 無料講 師 料
無料交 通 費

近畿ろうきん・笑顔プラスプロジェクトの支援を受けて実施しています。
※講座のはじめに10分程度、近畿ろうきんの事業案内をさせていただきます。

認定NPO法人テラ・ルネッサンス
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イチオシ！
イチオシ！

 環 境

C・キッズ・ネットワーク講　　師
講師料に含む交 通 費10,000円講 師 料

Ｆ－7～18
共通

準備はOK？安心老後Ｆ－17
安心して老後を迎えるために、
今の生活を再確認！
さらに親のこれからについても
考えます。加えて知っておくと
得をする制度についても学びます。

20～30人程度開催人数
1時間半～2時間開催時間

20～30人程度開催人数
1時間半～2時間開催時間

税務署では教えない
節税ポイント

Ｆ－16

これからも続く増税路線！
税の仕組みを理解し、節税の
方法を学びます。〈応用編〉

20～30人程度開催人数
1時間半～2時間開催時間

しっかり読み取る
食品表示+α

Ｆ－９

食品表示法施行で変わったポイントは何？
安全・安心な商品選びをするために、食品表示の
見方を学び、表示のありかたについて考えます。

悪質業者に強くなる講座Ｆ－13

20～30人程度開催人数
1時間半～2時間開催時間

悪質業者の手口を知り、被害の
未然防止と解決法を学びます。

悪質業者にまけんぞう
スゴロクボードゲーム

Ｆ－14

悪質業者の手口・対策を伝えるリーダーを
養成します。スゴロクを使って楽しく伝える
啓発活動をしませんか。

20～30人程度開催人数
1時間半～2時間開催時間

使って選んでｍｙカードＦ－15
いろいろなカードの特徴や注意を知り、
上手に選んで使いましょう。

20～30人開催人数 1～1時間半開催時間

let's省エネ生活Ｆ－12
エネルギー供給や地球環境のことから、
暮らしの中の省エネを考えます。

20～30人程度開催人数
1時間半～2時間開催時間

子どもの安全
～成長とともに危ない！は変わる～
Ｆ－７

乳児から幼児期の間に起こりうる事故について、
具体例を通し対策を学びます。また、幼児の
視野体験メガネを使い、子どもの視野を体験します。

15～30人くらい開催人数
1～1時間半開催時間

終活・相続対策のアレコレＦ－18
終活・相続に関する基礎知識を学び、
終活とは何かを整理して、自分の条件に合った
終活と相続対策に役立てる。
不安が減り今を楽しく過ごすことに繋がります。

20～30人開催人数
1時間半～2時間開催時間

もったいない!
食べ物を大切に

Ｆ－10

食品ロスの現状を知り、
自分たちにできることを考えます。

※前半はパワーポイントを使用しての講座、後半はワークを実施します。
　サインペンの準備をお願いします。

10～30人開催人数 1時間半開催時間

グリーンコンシューマー
になろう

Ｆ－11

環境のことを考えた消費者になるための行動を
クイズやワークで学びます。

20～40人開催人数 1時間半開催時間

賢く使おう！
ネットとスマホ

Ｆ－８

便利で私たちの生活の一部となるネットと
スマホですが、トラブルも多いです。
上手に使えるように、トラブル事例を
ロールプレイやクイズで確認しましょう！

20～40人開催人数 1時間半開催時間

チラシから食生活の現状を
読み解こう！
～めざせ！エシカルな消費者～

Ｇ－２

私たちの“くらし”をチラシから読み解き、大量生産・大
量消費がもたらす深刻な環境問題を、日々の“買い物”
を通じて考えます。

どうなるこの地球？！
～異常気象と地球温暖化を知ろう！考えよう～
Ｇ－３

猛暑、集中豪雨、大型台風…。昨今の気候変動は、
どうやら地球温暖化と関連しているようです。
温暖化を緩和するくらし方と異常気象に適応する
くらし方、私たちのくらしを両面から考えます。

エネルギーを
上手に使うテクニック
～新しいライフスタイルで地球を守る！～

Ｇ－４

目に見えにくい節電や省エネの効果を可視化し、一
人ひとりの努力を積算すると発電所１つ分の節電が
できることを実感します。新しい省エネのくらし方が
学べます。

“エコまちゲーム”で
楽しく環境問題を学ぼう！

～くらしの中の環境問題と解決策を一緒に考えよう～

Ｇ－５

工業地、商業地、観光地、農業地。それぞれの“まち”が抱える
環境問題を解決していくゲームです。
環境問題や省エネのヒントが学べます。また環境問題解決に
あたって、協力することの大切さも感じていただきます。

C・キッズ・ネットワーク
プログラム プラスチックを通じてくらしと環境のつながりを考えます。

「マイクロプラスチック」など近年の話題にも触れます。

10～40人開催人数 1～1時間半開催時間
企画政策部環境推進 職員講　　師 無料講 師 料 無料交 通 費

Ｇ－１ プラスチックごみを考える！

ご家庭での「うちエコ診断」Ｇ－９

各ご家庭でエネルギーの使い方は違います。
専門の「うちエコ診断士」が各ご家庭に合った
「省エネ診断」を無料で受診できるメニューです。

1日最大20人まで開催人数
１人当たり40～50分開催時間
うちエコ診断士講　　師 無料講 師 料
無料交 通 費

プチエコ学習会Ｇ－８

省エネから「お財布にも地球にもやさしい」ライフスタイルを考える
きっかけに役立ちます。

未来につなぐエネルギー
～コンセントの
　向こう側・こちら側～

Ｇ－11

毎日のくらしに欠かせない
電気の選び方・使い方から、
今私たちができる
エネルギーの取り組み
までを学べます。

食品ロスを考える！
Ｇ－12

食品ロスを減らすために、
くらしの中でできる
ことを考えます。
「フードドライブ」
「てまえどり」などの
トピックスも
解説します。

コープこうべの
環境の取り組みとＳＤＧｓ

Ｇ－10

話題のＳＤＧｓ
（エスディージーズ）
とコープこうべの
環境の取り組みを
お話しします。

10～40人開催人数 1～1時間半開催時間 企画政策部環境推進 職員講　　師 無料講 師 料 無料交 通 費
Ｇ－10～12
共通

10～40人開催人数 1～1時間半開催時間 ゆうゆうエコ講　　師 3,000円講 師 料 実費（2人分）交 通 費

Ｇ－6・7
共通

10～30人開催人数 1～1時間半開催時間 環境教育ラボ スマイル☆アース講　　師
5,000円講 師 料 実費（2人分）交 通 費

Ｇ－２～5
共通

10～40人程度開催人数 20～30分開催時間
兵庫県内：ひょうご環境創造協会
　　　　　うちエコ診断士
大阪府内：大阪府みどり公社
　　　　　うちエコ診断士

講　　師

無料講 師 料 無料交 通 費

３Ｒ・リサイクル
わが家でもできる！シンプルライフ
～ごみを見直しスリムなくらし～

Ｇ－６

大量生産・大量消費から、毎日出る大量のごみ。ごみを出さない、
増やさない工夫をしてくらしをスリムにする方法を一緒に考えましょう。

くらしの省エネ学習会
～ワークショップ～

Ｇ－７

①「家庭の省エネポイント」についての小講義
②省エネアクションを伝え合うグループワーク
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ライフプラン

Ｉ－１
これからの生活にどれくらいお金が必要なのでしょうか？
ライフプランから考えましょう。子育て世代におススメです！

ライフプランで考えよう

開催人数 10人程度～ 開催時間 １～２時間
ファイナンシャルプランナー講　　師
3,000円講 師 料 実費交 通 費

イチオシ！
イチオシ！

Ｉ－５ 分かりやすい相続の話
相続の現状や仕組み、手続き方法をお伝えします。法改
正の内容、もめない・困らないためのエンディングノート
や遺言書の書き方、生前贈与の注意点なども分かりやす
くお話しします。

Ｉ－２ 教育資金は大丈夫！？
子育て世帯で大きな出費となる「教育費」。
準備のタイミングや金額、方法を学びましょう！
子育て世代におススメです！

Ｉ－４ ベストマッチの
財テクを見つけよう！

リスクが心配？
「投資信託」や「NISA」を正しく知って、賢く貯め
る方法を学びましょう。

Ｉ－６ 老後にまつわるお金の話
知っておきたい年金のことを分かりやすくお話
しします。

Ｉ－７ 介護にまつわるお金の話
突然始まることもある介護。介護に必要となるお金を事
前に知って、もしもの時に備えましょう。

Ｉ－３ 税金いくら払っている？
2019年10月から10％にあがる消費税。
それ以外にもガソリン税や所得税など、いろんな税金を
支払っています。今こそ、税について学習しましょう。（改
正予定の相続税についても触れます）

電卓が
必要です

Ｉ－８ 子育て世代のミニマネー講座
さまざまなライフイベントが控えている子育て期。これから安心して過
ごすためにも、資金計画は早めに考えておきたいですね。教育資金や住
宅資金など身近なテーマからおカネの使い方を考えましょう。

10分～1時間程度開催時間
10人程度～開催人数

近畿財務局職員ほか講　　師
無料講 師 料 無料交 通 費

子育て

イチオシ！
イチオシ！

1～1時間半程度開催時間 子どもの未来アンバサダー講　　師

子どもの7人に1人が貧困状態にある今の日本。その多くが、見えにくい
「相対的貧困」と言われています。子どもたちはどんなくらしを送り、どんな思いを
抱えているのでしょう。SOSに気づき、子どもを支える方法を一緒に考えてみませんか？　

※あればプロジェクターとスクリーン、またはDVDの見られる設備

久下明美さん（社会福祉士・精神保健福祉士）
1～1時間半程度開催時間

講　　師

Ｈ－２ ＳＯＳをキャッチする
～子どもの「こころ」のＳＯＳ～

児童や思春期の困った行動、友達とのトラブル、不登校
等の背後に、発達の凸凹や、くらしの中のストレス、ここ
ろの不調、病気などがある場合があります。子どもに寄
り添う適切な対応や、上手な相談の仕方を学びましょう。

※あればプロジェクターとスクリーン、またはDVDの見られる設備
石川泰子さん（宝塚不登校の会「サポート」）
1時間程度開催時間

講　　師

Ｈ－３ 不登校と向き合う
～ぶれない心のつくり方～

「不登校～みんなで語れば怖くない。あきらめない、
信じて、許して、待つ！」15年間の不登校のセルフヘ
ルプグループ活動が、親のエンパワメントにつながる
ことをお伝えします。

※遠方の場合は午後から希望

子どもと楽しく遊ぶコツ（伝達講習）Ｈ－６
親子で楽しく過ごすにはどうしたらいいの？
いろんな遊びの中から、毎日使えるコツをお伝えします。
子育てひろば等の運営にも役立ちます。

Ｈ－７ 「おもちゃ」どうしてる？
おもちゃを買ったのに遊んでくれない！
何を与えたらいいの？知育おもちゃ
って必要？「おもちゃ」にまつわる
疑問を解決しましょう。

Ｈ－８ 子育てQ&A
子どもの気になる行動に、どう対応したらいいの？
子どものタイプによって、ほめ方、叱り方は違うの？
子どもとのかかわり方を学んで、子どもの心を受けとめましょう！

例： 絵本、手遊び、伝承あそび、運動あそび、体操、工作、
 エプロンシアター、パネルシアター、ペープサートなど

ＮＰＯ法人しんぐるまざあず・
ふぉーらむ関西 神戸ウエスト

1時間程度開催時間

講　　師

Ｈ－４ シングルマザーが抱える課題
～居場所の取り組みから～

孤立しやすい子育て中のシングルマザーへの支援・情報
交換・集える「作り置き料理とおしゃべりの会」に取り組ん
でいます。「子どもたちの成長をみんなで見守る地域と
は」。一人ひとりにできることを一緒に考えてみませんか？

公益社団法人家庭養護促進協会
※平日のみ開催可

1時間程度開催時間
講　　師

Ｈ－５ 子どもが家庭で育つということ
～里親運動の実践から～

「里親制度」は、親の離婚や病気等の事情で家庭で過
ごすことのできない子どもたちを家庭に迎え、温かい
愛情と理解で養育する制度です。子どもたちの置か
れた環境や、制度から発見したことをお話しします。

Ｈ－１ 「子どもの貧困」は見えにくい？
～子どもの「くらし」のSOS～

5,000円講 師 料 実費交 通 費10人～開催人数

Ｈ－１～５
共通

Ｉ－１～７
共通

Ｈ－１～６は、年度内１回無料（講師料・交通費）

Ｈ－７・８
共通

竹下あきこさん
（おもちゃコンサルタント）講　師

米山清美さん（子育てアドバイザー）
北野ひとみさん（㈱ウィズマム代表取締役）
飯島仁美さん（子ども未来プロジェクト代表）

講　師

30分～1時間開催時間親子10組程度開催人数 8,000円講 師 料 実費交 通 費
（大人だけでも可）

コープこうべ
子育てサポーターほか

30分～1時間開催時間

講　　師

3,000円講 師 料 実費交 通 費

親子10組程度開催人数
（大人だけでも可）

Ｐ－１

一人ひとりが楽しく参加できるコープ委員会を
めざして、一緒に考えたり、ざっくばらんに
話しあったりします。

Ｐ－２

コープ委員一人ひとりのつながりが、
まわりの地域とのつながりを広げます。

無料講 師 料30～40分開催時間 組合員理事講　　師 無料交 通 費
Ｐ－1・２
共通

コープ委員会におすすめ！コープ委員会におすすめ！

コープ委員会活動　きほんのき コープ委員会
楽しく広げていくために



食（実習と試食があります）

環境

4,000円講 師 料 コープ委員会：実費
サークル・くらぶ：無料交 通 費 1人分 約600円材 料 費

20～30人開催人数 3時間※別途準備に1時間を要します。開催時間 コープこうべ
家庭料理研究会講　　師Ｌ－1・2

共通

5,000円講 師 料
実費（2人分）交 通 費 1人 200円（M－1・4・5）材 料 費

10～20人開催人数 45分～1時間半（応相談）所要時間
環境教育ラボ スマイル☆アース講　　師

Ｍ－1～5
共通

テーマ 内　容
ペットボトル風車を作って
エネルギーを知ろう！Ｍ－１

コウノトリはいなくなり、
そしてよみがえった！Ｍ－２

エコぼうずめくりで
楽しく学ぼう！Ｍ－３

かんきょうすごろくを作って
地球温暖化を知ろう！Ｍ－４

ペットボトルの風車を作り、風で風車が回ることを実感します。
目に見えないエネルギーの存在を理解し、エネルギーの基本を学びます。

地球温暖化の現状をマスに散りばめ、それを解決するくらし方を加えてすご
ろくを作ります。遊びながら地球や環境について考えましょう。

ゴミ救出大作戦Ｍ－５
食べ残し、お菓子の缶や袋、いらなくなったおもちゃ、景品でもらった人形、
小さくなった洋服など、ゴミ箱に入ったゴミをみんなのアイデアで救出して
いきます。捨てる前にちょっと考えることで、ゴミとして捨てられたモノもま
だまだ使えることを実感します。

参加者が様々な生き物や太陽、水になって毛糸でつなぐ「生きものつながり
ゲーム」、そして「日本のコウノトリの絶滅と再生の話」を通して、生物の多様
性や環境とくらしのつながりを学びます。

地球環境に配慮したくらし方カード、地球に悪い影響を与えるカード、地球
温暖化の現状のカードを使って、坊主めくりのルールで遊び、環境のことを
学びます。

夏休みの自由研究や工作のヒントになります

夏休みの自由研究や工作のヒントになります

夏休みの自由研究や工作のヒントになります

テーマ 内容・メニュー

手作り豚まんに挑戦！親子で楽しく小麦粉を練るところから始めましょう。
●肉まん・きんぴらまん　●ふわふわトマトたまごスープ　●りんごジュースゼリー親子で作ろう！Ｌ－２

お弁当の基本は、主食３：主菜1：副菜2。「赤緑黄」彩り豊かな弁当は
栄養バランスもいいお弁当です。みんなで一緒にお弁当を作りましょう。
●塩さばのカレー焼き　●ひじき入り卵焼き　●かぼちゃの茶巾　他

お弁当を作ろう！Ｌ－１
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Ｊ－１

家族や身近な人に介護が必要となったときに、
どこに相談したらいいのか、介護保険の
申請手続きなど基本的な内容を学びます。

 福 祉

介護が必要になったら…
介護保険の基礎編

開催人数 15～30人 福祉事業部職員または外部講師講　　師
無料講 師 料 実費交 通 費

Ｊ－１～３
共通

イチオシ！
イチオシ！

Ｊ－４ 認知症サポーター養成講座
認知症に関する正しい知識と理解を身に付けた「認知症サポータ
ー」を養成する講座です。「認知症サポーター」は特別な活動をする
わけではありませんが、認知症についての正しい知識や適切な接
し方を知ることで、認知症の人と認知症の人を介護する家族を見
守り、応援者となることが期待されています。
修了時、認知症を支援するサポーターの「目印」として、オレンジ色
のリストバンド「オレンジリング」をお渡しします。

1時間半開催時間

無料講 師 料 実費交 通 費

15～30人開催人数

地域包括支援センターや
自治体の高齢支援担当部局や
社会福祉協議会からの講師講　　師
※講師が決まりましたら
　地区活動本部からご案内します。

Ｎ－１ ともしび財団ってどんなことしているの
ともしび財団って何？ボランティアってどんなこと？
楽しくコミュニケーションをとりながら財団の取り組みについてご紹介します。

Ｊ－５ コープこうべの
福祉の取り組み

店舗や宅配での高齢者の見守り、活動・事業などで取
り組んでいるコープこうべの身近な「福祉」についてお
伝えします。くらしの中で、自分のために、誰かのため
に、安心して地域で暮らせるように…学びませんか。

15～30人開催人数 1～1時間半開催時間
地域活動推進部職員・組合員理事講　　師
無料講 師 料 無料交 通 費

Ｊ－６ あなたの気持ちを届けよう
～ハート基金～

コープこうべのボランティア　ハート基金（コープこう
べ災害緊急支援基金）をご存知ですか！？

30分～1時間
（時間は相談に応じます）開催時間

10人～開催人数

組合員理事講　　師 無料講 師 料
無料交 通 費

Ｊ－２ 介護者のための知識向上編

介護保険の各種のご相談ごとや、
車いすなどの福祉用具の
利用方法などを学びます。

1時間半開催時間

Ｊ－３ 認知症の病気の理解と
認知症の方との
コミュニケーション

「認知症」について正しく理解し、認知症の方との
正しい接し方を学びます。
※サポーター資格は得られません。

1時間半開催時間

10～30人程度開催人数
無料講 師 料
30分程度開催時間

財団スタッフ講　　師 無料交 通 費 ※DVD上映機材が必要です。

ともしび財団
兵庫県内のボランティア活動を支援している
（公財）コープともしびボランティア振興財団です。ぜひご活用ください。
※時期や回数によってお引き受けできない場合があります。

13

1時間開催時間

在宅介護を支援する
福祉用具の利用方法

※福祉事業部からの講師派遣は介護事業展開エリアに限らせていただきます。
※外部講師の場合、5,000円～10,000円の講師料が必要になる場合があります。
※申し込み多数の場合などお受けできないことがあります。

※Ａ－１～４、Ｂ－３、Ｌ－１・２は各主催者
　合計3回までしか実施できません。
※毎月第1月、第3金は開催不可

注意
虹っ子プログラム

小学生対象
出来るだけ親子参加で
開催してください
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作品集 長 編
Ｏ－１

親子ねずみの
不思議な旅
（85分）
ネジ巻きでしか動けないオ
モチャの親子ねずみが、温
かい家族を求めて放浪の旅
に出ます。初めて知る外の
世界では、命に係わる危険
にさらされることもあれば、
優しさや親切に心暖まるこ
ともあり…

Ｏ－２

ユニコ
（90分）
信じあう心を持てば、ユニ
コが目覚める！
数々の名作で知られる手塚
治虫原作。幻の生き物ユニ
コーンの子供、ユニコの愛
と冒険ファンタジー。

Ｏ－３

ユニコ
魔法の島へ
（91分）
愛と幸せを運ぶユニコーン
の子供、ユニコが活躍する
シリーズ第2弾。手塚治虫原
作。冒険とスリル、ファンタ
ジーとメルヘン、そして愛と
感動の６つの魅力がつまっ
たアニメーション大作です。

Ｏ－４

キタキツネ
物語
（117分）
オホーツクの雄大な自然の
中で繰り広げられるキタキ
ツネファミリーの愛と感動
の物語。

虹っ子短編Ｂセット 二本立て 60分Ｏ－６

ハローキティの
小公女（30分）

サンリオの看板キャラクターであるキティちゃんと、
19世紀にフランシス・ホジソン・バーネットが著した
児童小説『小公女』をミックスした作品。心の優しい
少女セーラ（キティ）は愛するお父さんと離れ、一人
で寄宿学校の生活を始めることになった。明るいセ
ーラの人柄は寄宿学校の級友相手にだけでなく、小
間使いの少女ベッキーにも優しく接し、誰もがセーラ
を好きになってゆく。だがそんな楽しい日々に不穏な
影が忍び寄ってきた。なんとセーラの父が旅先で命
を落としたという報せが学校に届いたのだ。これを
知った学校のミンチン先生は、セーラが天涯孤独に
なったことを理由に、ベッキーと同じ小間使いとして
彼女を屋根裏部屋で暮らさせるのだった…。

監督：波多正美
原作：フランシス・ホジソン・バーネット

けろけろけろっぴの
ロビンフッド（30分）
サンリオの人気キャラ“けろっぴ”がイギリスの英雄、
ロビンフッドに扮して大活躍。私腹を肥やし、人々を
苦しめている悪代官を倒すべくロビンフッドのけろっ
ぴが立ち上がる。子供向けに翻案されたストーリー
が分かりやすく、原作を知らない子供達にも理解し
やすい内容に仕上がっている。

監督：波多正美
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虹っ子短編Ａセット 二本立て 60分Ｏ－５

ハローキティの
しらゆきひめ（30分）

サンリオのマスコットキャラクター・キティを主人公
にした約30分の作品。同社が1993年から製作した
「サンリオ世界名作劇場」シリーズの記念すべき第1
巻でもあり、本作はその題名通りドイツのグリム童話
『白雪姫』をベースとしている。

監督：石川康夫
原作：グリム兄弟

キキとララの
ヘンゼルとグレーテル（30分）

「リトルツインスターズ」の愛称で親しまれるサンリオ
の双子キャラクター＝キキとララが主人公。タイトル
のように、ドイツのグリム童話「ヘンゼルとグレーテ
ル」の主人公兄妹ヘンゼルとグレーテルそれぞれを
キキとララに翻案した約30分の作品。

監督：波多正美
原作：グリム兄弟

虹っ子映画会
おうちでＤＶＤも楽しいけれど、みんなと一緒に映画を見て、
大笑いしたり、友情などについて考えたり・・・。
地域の虹っ子を集めて、映画会を開催してみませんか。

開
催
要
項

会　　場 組合員集会室、または地域の集会所など

上映料金 64,800円（税込）

申し込み 上映日の2ヶ月前までに、
［やるもん！出前講座申込み書］で申し込み。
※作品によっては、ご希望日に上映できない場合がございますので、早めにご相談ください。
※1日1ヶ所のみの上映になります。

そ の 他 ※日程決定後は、兵庫県映画センター（TEL：078-331-6100　FAX：078-331-6158）と
　直接打合わせをしてください。
※ポスターが必要な場合、申込み書の備考欄にご記入ください。



※くわしくはパンフレット（申請用紙等）を地区活動本部にご請求ください。

コープくらぶ学習会
1くらぶ年度内１回、開催費用
（講師料・講師交通費）を
コープこうべが負担します。
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活動のステップアップを応援活動のステップアップを応援

コープくらぶ学習会 対象講座
Ｂ－３

Ｈ－７

Ｈ－８

Ｉ－１

Ｉ－２

Ｉ－３

Ｉ－５

Ｇ－１

ひょうごの魚を食べよう（材料費も無料）

プラスチックごみを考える！

「おもちゃ」どうしてる？

子育てQ＆A

ライフプランで考えよう

教育資金は大丈夫！？

税金いくら払っている？

分かりやすい相続の話

コープサークル
学習助成金制度
講師料など開催費用を助成します。

MEMO

※「コープくらぶ学習会」として申し込まれる場合は、
　申込み書の備考欄にチェックを入れてください。

“エシカル”な商品「コープス もずく」の魅力や、沖縄県恩納村でのサンゴの
植樹活動など産地を保全する取り組みについて学びます。

20人前後開催人数 約1時間半開催時間

株式会社 井ゲタ竹内　担当者講　　師

生産者と考える もずく学習会

※年度内3回まで　※プロジェクターをご準備ください。

Ｂ－４


