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毎日の生活に Ｈａｐｐｙと笑顔を 2020年！目指せ！ビューティフルなわたし！

イベント情報やお知らせ、取り組みの報告はこちら

自らを輝かせたいあなたを応援。新しい年のスタートに自分を見つめ、最初の一歩を踏み出してみませんか。
所沢キャンパスでは楽しく暮らす生活のヒントを見つけ、講義を通じて参加者同士の交流や学びあうことを大切にします。
お肌を知ってきらきら笑顔
第1回
講師：株式会社ナリス化粧品
1月20日(月)
お肌の状態の確認やスキンケアの大切さ、美肌をキープ
講義と
する技を学びます。
お肌チェック
■持ち物 筆記用具・飲み物
第2回
2月7日(金)
体験
第3回
2月28日(金)
講義と
調理実習
第4回
3月6日(金)
講義と実践

■受講料 全課程1,200円(講師料・資料代など)

＊初回に現金でお支払いください。お休みなどによる返金はできません

■募集

はじめてのピラティス

コープみらいでは事業とともに、組合員や地域の方々の多様な「参加」の場を広げています。人と人、コープと地域との
つながりづくり、コープのファンづくりを進めるブロック委員を募集します。楽しい企画や学習などの活動を進める立場

＊結果は全員に1/10までに返信します

身体の中心を意識して呼吸し、身体と心のリラックス体験。
■持ち物 動きやすい服装･バスタオルまたはヨガマット

■託児

旬の野菜でアンチエイジング

■締切り １月4日(土)消印有効

で新たな発見・チャレンジをしてみたい方、地域に一歩踏み出してみたい方、ぜひ説明会にお申込みください。

5人（1歳以上～未就園児・要申込み）
＊1人1回につき500円 ＊当日お支払いください

旬の野菜を食べてきれいに、免疫力もアップ。
■持ち物 エプロン･三角巾

申込み
往復はがきに①コープみらいカレッジ②名前（ふりがな）
・年齢・性
別③〒住所④日中連絡のとれる☎︎⑤応募動機⑥託児希望の有･無
（子どもの名前・年齢・性別）。返信面表面に〒住所･名前を明記し
て郵送してください（1枚につき1人まで）

今日からあなたもカメラ女子

講師：工藤 研一さん
（秋草学園短期大学非常勤講師）

手軽にきれいに写真を撮るコツをプロから楽しく学びます。
■持ち物 デジタルカメラまたはカメラ付きスマートフォン

〒359-0032 所沢市若松町826-7
コーププラザ所沢 西南ブロック事務局

＊各回10時～12時30分

■会場

20人(要申込み･選考)

＊コープみらいの組合員とその家族
＊全課程に参加可能な方優先

講師：大友 康乃さん
（ピラティス講師）

講師：新井 久美子さん
（所沢地域活動栄養士会 栄養士）

第1回・4回 コーププラザ所沢(所沢市若松町826-7)
西武線「航空公園駅」または「所沢駅」からバス、
「こぶし団地入口」下車すぐ 駐車場なし
第2回・3回 ラーク所沢（所沢市花園2-2400-4）
西武線「新所沢駅」東口徒歩15分 駐車場あり

ク委員とは
ブロッ

ブロック委員は、ブロック委員会の目的と役割に沿って自らの意思で地域社会づくりに
参加し、参加とネットワークの活動をすすめるコーディネーターです。
（有償ボランティアであり、コープみらいとの雇用契約ではありません）

ク委員とは
ブロッ

問合せ コーププラザ所沢
☎04(2992)2595 10時～16時(日祝･12/29～1/5休)

ブロック委員会の様子

子育てひろば
子育てひろば

出入り
自由

２1会場
埼玉エリア

子育て中のみなさんが、自由に集まっておしゃべりしたり、子どもを遊ばせたりできる場です。
開催会場

（祝日休み）
開催日時

コープ浦和東店
(さいたま市緑区中尾)

毎月 第1金曜日(祝日時は第2金曜日)
10時～13時 ＊1/3休、1/10開催

コープ上木崎店
(さいたま市浦和区上木崎)

毎月 第3月曜日(祝日時は第4月曜日)
10時～13時

コーププラザ浦和
(さいたま市南区南本町)

毎週 火曜日 ＊12/31休
10時～13時

コーププラザ大宮
(さいたま市北区日進町)

毎週 水曜日 ＊1/1休
10時～13時30分

ミニコープ大間店
(鴻巣市大間)

毎月 第1・3月曜日
10時～12時30分

コープ桶川店
(桶川市坂田東)
コープ北本店
(北本市本宿)
コーププラザ春日部
(春日部市中央)

毎週 月・木・金曜日
10時～15時 ＊12/21～1/5・13休

＊桶川市受託事業 Coccoひろば坂田

毎週 火・木・土曜日 ＊12/29～1/3休
10時～15時

＊北本市受託事業 Coccoひろば北本

毎週 月・水・金曜日・毎月最終土曜日
10時～15時 ＊12/29～1/5・13休

＊春日部市受託事業 Coccoひろば春日部

春日部市男女共同参画推進センター
ハーモニー春日部
(春日部市緑町)

＊春日部市受託事業 Coccoひろばハーモニー

コープ北越谷店
(越谷市東大沢)

毎週 月曜日 ＊12/30・1/13休
10時30分～13時

コーププラザ越谷
(越谷市南越谷)

毎月 第1・3水曜日 ＊1/1休
10時30分～13時

ミニコープ千間台店
(越谷市千間台西)

毎月 第2・4水曜日
10時30分～13時

毎週 月・火・木・第2土曜日(休館日除く)
9時～14時 ＊12/27～1/5・13休、1/15開催

問合せ

コーププラザ越谷
☎︎048(989)2301
(10時～16時)
日祝・12/29～1/5休

（祝日休み）
開催日時

コーププラザ富士見
(富士見市東みずほ台)

毎週 木曜日 ＊1/2休
10時～12時

コープ新所沢店
(所沢市花園)

毎月 第3月曜日
（祝日時は第4月曜日）
10時30分～13時

コープ高階店
（川越市砂新田）

問合せ
コーププラザ富士見
☎︎049(255)3198
(10時～16時)
日祝・12/29～1/5休

コーププラザ所沢
毎月 第2火曜日
（祝日時は第3火曜日） ☎︎04(2992)2595
10時30分～13時
(10時～16時)
日祝・12/29～1/5休
月1回開催 ＊12/26・1/23開催
10時30分～13時
毎月 第２月曜日(祝日時は第４月曜日)
10時30分～12時30分
＊1/13休、1/27開催

コーププラザ川越
(川越市南通町)

毎週 木曜日 ＊1/2休
10時30分～13時30分

ミニコープ脚折店
(鶴ヶ島市脚折町)

毎月 第1水曜日(祝日時は第3水曜日)
10時30分～12時30分
＊1/1休、1/15開催

コーププラザ深谷
(深谷市上柴町西)

コーププラザ川越
☎︎049(226)1393
(10時～16時)
日祝・12/29～1/5休

コーププラザ深谷
☎︎048(572)8886
(10時～16時)
日祝・12/29～1/5休

毎週 水曜日 ＊1/1休
10時～12時30分

子育てひろばでは託児サービスはおこなっていません。
開催日は変更になることがあります。
会場でのご案内やお問い合わせの上、お越しください。
他団体による「ひろば」もあります。

埼玉県内８つのブロック委員会が毎月発行する「ブロックニュース」
はこちら
お住まいの地域のイベント案内や組合員の取り組みなどを掲載しています。

参加費
無料

月1回開催 ＊12/12・1/16開催
10時～12時

コーププラザ所沢
(所沢市若松町)

コーププラザ春日部
☎︎048(753)4333
(10時～16時)
日祝・12/29～1/5休

さまざまな活
の
で
動
地域

コープ幸町店
(志木市幸町)

コープ武蔵藤沢店
(入間市東藤沢)

コーププラザ大宮
☎︎048(668)3065
(10時～16時)
日祝・12/29～1/5休

ブロック別総代会議の様子

コープみらいには２２のブロック委員会があり、その
うち埼玉エリアには８つのブロック委員会がありま
す。ブロック委員はブロック委員会などの会議に参加
し、活動について話し合います。

主催 コープみらい

開催会場

コーププラザ浦和
☎︎048(823)3933
(10時～21時)
12/29～1/5休

Cocco(コッコ)ルーム
☎︎048(592)4039
(10時～16時)
日祝・12/29～1/3休
＊一時保育も休み

検索

コープみらい

研修の様子

組合員の代表である総代に提案する議
題や報告の事前協議と交流の場として
開催しています。

さまざまな活
の
で
動
域
地

ブロック委員の活動に必要な研修や
学習会に参加します。

北部ブロック

東北ブロック

地域で組合員が気軽に集える交流の場「みらいひろば」を運営しています。また、
商品やくらしに関する課題など、さまざまな活動に取り組んでいます。コープみらい
のホームページ「イベント開催報告ブログ」で活動の様子をご覧いただけます。

みらいひろばの様子

地域に根ざした活動をしてみたい！と
ブロック委員になって早5年。この活動をして
いなければ経験できなかったことばかりで、
刺激的な毎日を送っています。
学習会など、みんなで知恵を出し合い準備
をして、ドキドキで迎えた当日の「参加して
よかった」の参加者の声は格別です。
この達成感を糧に、今しかできない
この活動を楽しんでいます。

西北ブロック
中部ブロック

商品学習交流会の様子

ブロック委員からの
メッセージ

東南ブロック
西南ブロック
西部ブロック

南部ブロック

コーププラザまつりの様子

ブロック委員1年目、
まだまだ分からないこともありますが、同期
の仲間と励まし合ったり、先輩ブロック委員
さんが気軽に相談にのってくれるので楽しく
充実した時間を過ごしています。
子どもがいても周りの皆さんが
サポートしてくれるので安心です。
人との出会いやいろいろな経験は
かけがえのないものです。

ブロック委員
募集説明会に
地域で
ついて詳しくは
次ページを
ご覧ください

＊携帯・スマホは
こちらから

次回の発行は2019年12月16日です

※各イベントについてのお問合せは主催者にお願いします。 お預かりした個人情報は催し物のために利用し、
その他の目的には一切利用いたしません。 2019年12月2日発行 第438号

