あおぞらオープンカフェ
プチパーティー お弁当

5/8（土）

5/23（日） みんなの遠足

「美しい日本を歩きたくなるみち５００選」コース。波多野氏一族の歴史を
学び、洒水の滝のマイナスイオンをたっぷり浴びましょう︕
山北駅～室生神社～河村城址公園～洒水の滝～鉄道公園～山北駅
（約 8km・アップダウンあり）

生協スタッフおすすめの COOP 商品を使った美味しいお弁当を
販売します。
催】5 月 8 日（土）
①11:30 ～受け取り
②12:30 ～受け取り
【場 所】ふれあいセンター
【参加費】１食３００円
【募 集】各回 20 食
【締め切り】４月 16 日(金)

～ Menu ～

【開

大人…茶美豚とまいたけの
マスタード炒め他

5/13（木）

福祉セミナー

【開 催】5 月 23 日（日） 8:20 ～ 15:00 頃 ※雨天中止
【場 所】小田急線新松田駅北口集合・解散
【参加費】２００円 (COOP のお菓子付き ) ※別途交通費がかかります
【募 集】１０名（小学生以上）
【締め切り】5 月 7 日(金) ※詳細は別途連絡します

小人…茶美豚の豚丼他

※個別のアレルギー対応は行っておりません。
】

車いす 勉強会（基礎知識編）

5/26（水） 米粉のフルーツロールケーキ

米粉で作るしっとりふわふわスポンジ生地に、フルーツをたっぷり
入れたロールケーキを作ります。

「その時」に備えて、車いすの使い方や乗り心地など実際に体験してみませんか︖
安全に使用するための注意点や、操作時のちょっとしたコツなども
詳しくご説明します。様々な車種を用意してお待ちしています。

【開 催】5 月 26 日（水） ①10:00 ～ 12:00
【場 所】小田原マロニエ 食の創作室
【参加費】１５００円
【募 集】１０名
【持ち物】エプロン・三角巾・布巾
【講 師】平元氏
【締め切り】5 月 7 日(金)

【開 催】5 月 13 日（木） 10:00 ～ 11:30
【場 所】ふれあいセンター
【参加費】無料
【募 集】先着 10 名
【主 催】富士フイルム生協 福祉介護部

5/15（土）

藍染体験

ストールづくり

松田山の畑で栽培された、たで藍の乾燥葉を使ってストールを
グラデーションに染めます。
【開 催】5 月 15 日（土） ①10:00 ～ 12:00
【場 所】ふれあいセンター
【参加費】１５００円 ( ストール 1 枚作成 )
【募 集】各 6 名
【講 師】髙﨑氏
【持ち物】エプロン
【締め切り】4 月 23 日(金)

5/17（月）

②11:00 ～ 11:50

講習料
１時間 １５００円（テキスト別）

❋各イベント企画で撮影した写真を生協の広報誌やホームページに掲載させて頂くことがございます。

クリエイト
●

まました

デニーズ●
市場

金たろうの時計台●
富士フイルム
テクノプロダクツ●

富士フイルム前
●ローソン

●ＧＳ

Ｒ２５５

竹松

狩野

●ＧＳ

●富士フイルム宮台
●富士ゼロックス

和田河原

●富士フイルム先進研

中沼

ＧＳ●
ファミリーマート●
小田原

●当選、落選結果は、共に必ず連絡いたします。

飯沢

●ヴェルミ

⑥組合員番号

【大雄山線】
大雄山駅………………徒歩約２５分
和田河原駅……………徒歩約２０分
駐車場 １０台完備

富士フイルム生協 ふれあいセンター
コープ旅行センター南足柄
コープ共済
本間建設㈱金太郎支店 ( 旧住宅事業部 )

まました
切通し

竜福寺●

南足柄市竹松７４１

【電話】0120-0465-39 受付 : 月～金 9:00 ～ 18:00
【Email】coop-7601@fujiﬁlm.com 24 時間受付
●定員に対して応募者多数の場合は抽選となります。

●個別講座

大雄山
ｲﾞﾀｲﾞﾀ

⑤その他同伴者など

パソコンフレンズメンバー
募集中

小田原●
百貨

④日中連絡のつく電話番号

やさしいパソコン講習

●富士フイルム㈱
神奈川事業場

③〒住所

インターネットを楽しみたい、写真を活用したい、書類
を作成したいなど、さまざまなご希望に合わせて丁寧に
講習いたします。お申込み頂きましたら講師よりご連絡
させていただき、詳細をお伺いいたします。

富士フイルム生協 ふれあいセンター

【お申み方法】電話・Email にてお申込みください。
申込み時、下記の項目についてお知らせください。
②氏名

【開 催】5 月 31 日（月） 10:30 ～ 13:00
【場 所】ふれあいセンター
【参加費】１５００円※ニードル・マット（別途２００円）
【募 集】８名
【講 師】関氏
【持ち物】ハンドタオル・裁ちばさみ・ものさし（15cm）
【締め切り】5 月 14 日(金)

狩川

【開 催】5 月 17 日（月） ①10:00 ～ 10:50
【場 所】ふれあいセンター
【参加費】１組１０００円
【募 集】各回 8 組
【講 師】ふれあいリトミック協会 漆原氏
【締め切り】4 月 23 日(金)

①企画名

手のひらサイズのもこもこ可愛いハリネズミを作ります。
初めての方でも簡単に作れます︕

パソコンフレンズ発

子育て真っ最中の元保育士ママによるリトミック♪
手遊びうた ダンス 楽器あそび ふれあいあそびなどなど・・・
子どもたちが大好きなママと一緒に楽しめる内容が盛りだくさんです︕

②13:00 ～ 15:00

5/31（月） 羊毛フェルトでつくる
可愛い♥ハリネズミ

②13:00 ～ 15:00

にこはぴリトミック

～ 相模の もののふたちを訪ねて
河村城址・洒水の滝 ～

南足柄市
●体育センター

開成駅

●富士フイルム生協足柄センター

栢山駅

