
会場
連絡先
駐車場
住所

開催時間 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
開催日 18日（木） 15日（木） 17日（木） 21日（木） 14日（木）

テーマ 日本茶のおいしい淹れ方講座
お互いさまのお買い物（エシカル消

費）
お肉のプロ（？）が語る「FP薩摩元

気豚」のこだわり
みその基礎知識及びみそまる作り教

室
コーヒーのおいしい飲み方

講師
宇治の露製茶(株)･

サントリーフーズ(株)
所属職員 畜産担当者 ひかり味噌（株） UCC上島珈琲

開催日 19日(水） 20日（土）11:00～11:30店内 21日（水） 16日（水） 20日（水） 20日（水）

テーマ
自然のだし～おいしいいりこができ

るまで
どれが好き？食品工場のとうふ（無

浸漬大豆）
成人の約8割の方が歯周病にかかっ

ています!
チーズセミナー

金芽米ってなに？普通精米と無洗米
の違いは何？

食で健康づくり～赤・緑・黄

講師 香川県漁連 職員 サンスター（株） 雪印メグミルク（株） 東洋ライス（株） 家庭料理研究会

開催日 5日（水） 21日（水） 30日（水） 6日（水） 29日（金）

テーマ 美味しいキムチ料理の作り方
六甲アイランド発！食品工場商品の

魅力
介護にまつわるお金の話～他人事で

ない介護の話～
コーヒーのおいしい飲み方 旬をさがそう！

講師 （有）高麗食品 生産事業部 ファイナンシャルプランナー コーヒーメーカーUCC C・キッズ・ネットワーク

開催日 13日（木） 11日（木） 2日（金）11：00～11：30店内 10日（木） 14日（木） 14日（木）

テーマ
六甲アイランド発！食品工場商品の

魅力
もったいない！食べ物を大切に 職員が語るコープ商品 スパイスを気軽に暮らしの中に

自然のだしをとってみよう～こんぶ
だし～

チーズセミナー

講師 生産事業部 C・キッズ・ネットワーク 職員 ハウス食品（株） （株）小倉屋居内 雪印メグミルク（株）

開催日 6日（木） 4日（木）10：15～11：15 1日（木） 7日（木） 7日（木）

テーマ 食品ロスを減らすくらしのヒント
どれが好き？コープの神戸ハイカラ

メロンパン
成人の約8割の方が歯周病にかかっ

ています！
美味しいキムチの作り方 ウエルネスセミナー

講師 環境推進職員 職員 サンスター（株） （有）高麗食品 大塚製薬（株）

開催日 27日（木） 22日（木）10:00～11:00店内 1月中

テーマ しょうゆをもっと知ろう
どれが好き？コープの神戸ハイカラ

メロンパン
ブリ解体

講師 キッコーマン食品（株） 職員 職員

開催日 7日（金） 12日（金） 9日（金） 7日（金） 11日（金） 8日（金）

テーマ
部門リレー方式による売場担当者お
すすめ「使って安心COOP商品」

日本茶のおいしい淹れ方講座
お肉のプロ（？）が語る「FP薩摩元

気豚」のこだわり
しょうゆをもっと知ろう

老後にまつわるお金の話～知ってお
きたい年金のこと～

食で健康づくり～赤・緑・黄～

講師 部門各チーフ
宇治の露製茶(株)･

サントリーフーズ(株)
畜産担当者 キッコーマン食品（株） ファイナンシャルプランナー 家庭料理研究会

開催日 10日（月） 15日（月） 19日（月） 21日（月） 18日（月） 18日（月）

テーマ くらしに役立つ乳酸菌
自然のだしをとってみよう～こんぶ

だし～
金芽米ってなに？普通精米と無洗米

の違いは何？
チャレンジ！ローリングストック

知って得するくらしの諸制度（介護
保険・医療保険編）

ウエルネスセミナー

講師 （株）明治 （株）小倉屋居内 東洋ライス（株） 所属職員 C・キッズ・ネットワーク 大塚製薬（株）

開催日 13日（木） 11日（木） 8日（木） 14日（木） 14日（木）

テーマ
店舗で扱う『コープのお肉』につい

て〈店舗〉
手すり1本と杖先ゴムで劇的に生活

が変わる！実践！住宅改修法
お墓のはなし（永代供養について）

ベストマッチの財テクをみつけよ
う！

どれが好き？コープの神戸ハイカラ
メロンパン

講師 商品部畜産職員 コープ住宅（株） クレリ案内センター ファイナンシャルプランナー 所属職員

開催日 27日（木） 25日（木） 29日（木） 21日（木） 14日（木）

テーマ
コープCookingでおいしく、楽し
く、食で健康づくりを始めましょ

う！
どれが好き？食品工場の食パン

六甲アイランド発！食品工場商品の
魅力

エンディングノートの書き方・意味
について

美味しいキムチ料理の作り方

講師 家庭料理研究会 職員 生産事業部 クレリ案内センター （有）高麗食品

開催日 11日（火） 22日（月） 12日（月） 21日（月） 18日（月） 18日（月）

テーマ
お肉のプロ（？）が語る「FP薩摩元

気豚」のこだわり
老後にまつわるお金の話～知ってお

きたい年金のこと～
平時での災害に備えた活動 からだのゆがみと肩こり・腰痛 チャレンジ！ローリングストック ヨーグルトセミナー

講師 畜産担当者 ファイナンシャルプランナー
認定NPO法人

日本災害救援ボランティア
韋　建廣 職員 雪印メグミルク（株）

開催日 8日（土）店内 9日（火） 10日（土）店内

テーマ
果物のプロ（？）が語る「フレンド

リーバナナ」のウラばなし
お肉のプロ（？）が語る「FP薩摩元

気豚」のこだわり
どれが好き？コープの神戸ハイカラ

メロンパン

講師 農産担当者 畜産担当者 グロサリー担当者

会場
（主催）
駐車場
住所

開催時間 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
開催日 21日（金） 25日（金） 22日（金）

テーマ
兵庫の瀬戸内でとれる美味しい海苔

と新鮮な魚料理
老後を支える年金の話 体のゆがみと肩こり・腰痛

講師 神戸市漁協女性部 C・キッズ・ネットワーク 韋　建廣

開催日 29日（月） 26日（月） 28日（月）

テーマ
六甲アイランド発！食品工場商品の

魅力
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～
成人の約8割の方が歯周病にかかっ

ています！

講師 生産事業部 環境推進職員 サンスター（株）

開催日 24日（月） 22日（月） 26日（月）

テーマ
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～
最近のお葬儀事情と事前準備 大学にかかるお金の話～奨学金～

講師 環境推進職員 クレリ案内センター 組合員理事

開催日 13日（火） 11日（月）

テーマ からだのゆがみと肩こり・腰痛 特別企画

講師 韋　建廣

小野集会室
（主催：協同購入セン

ター三木）
あり（10台ほど）

小野市片山町108-9

コープ加西
0790-43-2251

あり
加西市北条町北条28-1

10:00～12:00

10:15～12:00

10:15～12:00

10:30～12:00

コープ西脇
0795-22-8871

あり
西脇市西脇320-2

ひよどり台集会室
（主催：協同購入セン

ター須磨）
なし

神戸市北区ひよどり台3-
11-4

■協同購入センター主催

協同購入センター丹波
あり

篠山市吹新95

10:00～12:00

10:00～12:00

10:15～12:00

協同購入センター北神戸
あり

神戸市北区八多町中字合
の元1167

10:15～11:45

10:15～12:00

コープ志染
0794-85-4561

あり
三木市志染町西自由が丘

1-166

コープ三木緑が丘
0794-85-2345

あり
三木市緑が丘町中1-7-1

10:15～12:00

コープデイズ神戸北町
078-582-1900

あり
神戸市北区日の峰2-7

コープ北鈴蘭台
078-591-8570

あり
神戸市北区甲栄台4-2-

24

コープ柏原
0795-72-5436

あり
丹波市柏原町母坪335-1
（コモーレ丹波の森内）

コープ鈴蘭台東
078-591-7111

あり
神戸市北区鈴蘭台北町1-

12-5

10:15～12:00

コープからと
078-982-3200

あり
神戸市北区唐櫃台2-23-

8

10:15～12:00

コープ有野
078-982-4161

あり
神戸市北区有野台2-1-6

10:15～12:00

コープ西鈴蘭台
078-591-9001

あり
神戸市北区南五葉1-1-3

コープ三田西
079-564-1582

あり
三田市富士が丘2-7

神戸市（北区）・三田市・北播磨・丹波

《2018年度レインボースクール開催一覧表》

■店舗主催

10:15～12:00

10:15～12:00

10:00～12:00

■ 参加いただく前に 

開催日・内容は予告なく変更することがあります。また、定員（30名程度）になり次第、受付を終了します。 

参加の際は、必ず事前にお問い合わせいただきますようお願いします。 

■ 一時保育ご希望のときは申し込み先にお問い合わせください。 

■ ご連絡はくらしの情報センターまでご連絡ください。 

0120-44-3100（携帯電話・IP電話（有料）06-7636-2000） 

（年中無休、火～金曜日8時30分～19時30分、土～月曜日8時30分～18時 ※12月31日～1月4日は8時30分～18時） 


	入力シート

