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たせ ！
お待 しました

いばらきコープ
サンクスマッチ

コープのがっこうシリーズ
霞ヶ浦編（全2回）

日本第２位の広さを誇る霞ヶ浦。霞ヶ浦と私たちの暮らしがどのように
結びついているかが良くわかる体験プログラムです。

第2回

９月１９日（土）
１０：００〜１２：００
１０月２５日（日）
１０：１５〜１３：００

【霞ヶ浦湖上体験】
遊覧船に乗って霞ヶ浦へＧＯ！どんな景色が見え
るかな？

いばらきコープ総合企画室に、お電話でお申し込みください。お申込みいただいた皆様に郵送にてチケットをお
届けします。応募の締め切りは８月２８日
（金）
までとさせていただきます。
（チケットのお届け：８/３１〜９/４）
※組合員おひとり様４枚まで
（お子様もチケットが必要です）
。
※チケットの受付は先着順とさせていただき、予定数達した場合は募集を中止させていただきます。ご容赦ください。
※新型コロナウイルス感染対策として、入場者を制限した開催となります。今後、更に感染が拡大した場合や天候の
状況などにより中止になる場合があります。あらかじめご理解の上、ご応募ください。

お問い合わせ・申し込み いばらきコープ総合企画室

「参加とネットワーク活動報告ブログ」

広い砂浜が自慢の大洗サンビーチ。
環境を守る活動の体験と工作が楽
しめるプログラムです。
９月２６日（土）
１０：００〜１２：００

【ビーチクリーンと貝がら工作】
砂浜の清掃活動をしながらキレイな貝がらを集め
ます。集めた貝がらを使ってオリジナルの貝殻マグ
ネットをつくろう！

参 加 費：小学生以上3００円
募集人数：15人
会
場：大洗海岸
締め切り：8月28日（金）

（全2回）

協力：逆川こどもエコクラブ様、ホタルネットワークmito様

ホタルの住める川を取り戻そうと市民の力で再生した水戸市の逆川。
川の中にはどんな生きものがいるのかな？川の生きもの達に会いに行こう！
第1回

１０月３日（土）
１０：００〜１２：００

第2回

１１月１５日（日）
１０：００〜１２：００

【ホタル再生活動と川の生き物探し】
みんなで力を合わせてホタルの住みやすい環境を
つくろう。
その後は川の中をジャブジャブ探索だ！

参 加 費：小学生以上２００円（２回分）
募集人数：15人（連続して2回参加できる方）
会
場：水戸市逆川緑地 塩橋広場
（茨城県メディカルセンター脇）
締め切り：9月4日（金）
※新型コロナウイルス感染予防対策のため例年より募集人数を少なくしています。
※応募多数の場合は抽選となります。当選された方には別途詳しいご案内をお送りします。
※参加費は初回に全回数分をお預かりします。保護者の方も参加費が必要です。
※新型コロナウイルスの影響により、お申し込み後、企画内容の変更や中止となる場合もあります。
あらかじめご了承ください。
※主催者判断で企画中止となった場合は、回数に応じた額の返金をいたします。参加者の都合によ
る欠席の場合は原則として参加費の返金はいたしません。

お申込みは、いばらきコープ総合企画室

0120-160-231

（月から金 9：00〜17：30）

見てね〜
♪

いばらきコープの

協力：NPO法人大洗海の大学様

第1回

！

新型コロナウイルス感染防止による「緊急事態宣言」解除され、６月２７日よりJ２リーグが再開さ
れました。それを受け、延期していた水戸ホーリーホック
「いばらきコープサンクスマッチ」を開催しま
す！コロナに負けず頑張っている
「水戸ホーリーホック」を一緒に応援し、茨城を元気にしましょう！
！

参 加 費：小学生以上２００円（２回分）
募集人数：15人（連続して2回参加できる方）
集合場所：茨城県霞ヶ浦環境科学センター
（土浦市沖宿１８５３）
締め切り：8月28日（金）

（１回）

栃木SC

に組合員さんをご招待

協力：茨城県霞ヶ浦環境科学センター様

第1回

19:00 KICK OFF

水戸ホーリーホック

２０２０年度の参加者を募集します！

【霞ヶ浦ってどんな湖？】
霞ヶ浦環境科学センターの展示室を見学しながら、
霞ヶ浦の歴史や特徴、
生き物について学びます。

2020.9.6

0120-160-231

（月から金 ９：００〜１７：３０）

「コープのうち活 レッドカップキャンペーン〜南央ブロック委員会」 より抜粋
いつも買っているコープ商品についてもいろいろ調べるようになり、そこでレッドカップキャンペーンを知りまし
た。コープでは2019年10月1日〜11月10日までキャンペーンが行われており、5,730,030円もの募金が集めら
れたと知りました。いつも美味しく食べているもので募金が出来るのは手軽で参加しやすいなぁと思いました。
co･op×
レッドカップキャンペーン
カンボジア王国では目標としていた、政府による自立した学校給食運営に引き継げるところまで支援が進展し
ているようです。支援の結果が実を結ぶことはとても嬉しいですね。
2020 年〜2022 年はミャンマー連邦共和国への支援になるようです。学校給食の取り
組みが2017年からとまだ日が浅いのでこれから支援が必要です。
ちょうど国旗に興味がある息子にもレッドカップキャンペーンについて話してみました。支
援についてはまだ難しいようでしたが、世界には学校給食が無い子どもがいることは衝撃
だったようです。そこから食べ物を大切にするということを感じてくれたようです。さっそく
ミャンマー連邦共和国の国旗を書いてくれました。
※レッドカップキャンペーン：コープヌードルシリーズなどを購入すると１品につき１円が国連
WFPに寄付され飢餓に苦しむ子供たちに学校給食を届けるために使われます。

皆さま
の
ご応募
を
お待ちして
おります！

シルバーリハビリ体操指導士
３級養成講習会
『下期受講生募集』のお知らせ

茨城県立健康プラザでは、地域の介護予防事業を推進する「シル
「シルバーリハビリ体操」
考案者
バーリハビリ体操士」
を養成しており、現在、受講生を募集しています。
大田 仁史
対象は、概ね 50歳以上の県民で常勤の職についてなく、受講後は （茨城県立健康プラザ管理者）
ボランティア活動ができる方です。受講料は無料です。
受講日数は5日間で、
「205コース」
は9月24日・28日・10月1日・5
日・8日、
「206コース」
は10月6日・9日・13日・16日・20日です。応募
締め切りは初日の10日前までで、往復ハガキでの申し込みとなります。

問い合わせ

茨城県立健康プラザ介護予防推進部
TEL 029−243-4217

講習会の詳細はこちらから

介護福祉士国家試験では、受験資格として、
「実務経験３年以上」に『介護福祉士実務者研修の修了』
が義務付けられています。茨城県社会福祉協議会の受講資金貸付制度の対象となる研修です。
いばらきコープ 菜の花福祉センターで、通信教育と通学授業で構成する「介護福祉士実務者研修」
を下記の内容で開催します。

各回定員１０名。４名未満の場合中止させていただきます。

第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
受験対策

申込締切
スクーリング日程
有資格者修了日 無資格者修了日
8/10（月）
9/4・11・18・25 10/2・9 （金） 10/10
10/1（木）
10/22・29 11/5・12・19・26（木） 11/27
11/10
（火） 12/8・15・22 1/5・12・19 （火） 2021.1/20 開講日より
2021.1/1（金） 1/22・29 2/5・12・19・26（金） 2021.2/27 ６ヵ月後
2021.2/10
（水） 3/3・10・17・24・31 4/7 （水） 2021.4/8
11/26
（木） 12/3・10・17
−

スクーリング開催時間は、すべて
「９：３０〜１７：３０」
です。

いばらきコープ組合員のみの価格（税抜き価格）
です。

保有資格
無資格・3級
時間（H）数
450H
受講料＋テキスト代
89,000円
（税抜き価格）

ヘルパー2級
320H

初任者
320H

ヘルパー1級
95H

基礎研
50H

51,500円

51,500円

51,500円

33,070円

いばらきコープ

菜の花福祉センター３階

水戸市赤塚１−２０２９−１２１

※駐車場はありません

㈱ニッソーネット様が開講し、いばらきコープが協力します。
一般の受講者と一緒に受講します。

お問合せ・お申し込み

いばらきコープ組合員のみ対象です

① いばらきコープ 福祉事業部までお電話ください。
TEL：029−257−8905（月〜金 9：30 〜 17：00）
②「組合員用申込書」を郵送で送付いたします。
③ ㈱ニッソーネット様に、申込〆切日までに直接申し込んでいただき
ます。

掲 載 し た 企 画 は 、新 型 コ ロ ナ ウ イル ス の 感 染 拡 大 や 天 候 に よ って 内 容 の 変 更 や 中 止 する 場 合 が あ り ま す。

