
２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数０、エフクラブ数１１　登録人数81人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

あじさい 7
地域の情報（食事処、病院等）交換。大里店にて、季節の食材を購入し、簡単でおいし
い料理作りをします。

あるあるクラブ 8 健康でいきいきくらすために料理などを行います。

イキイキくらぶ 11
私たちは「健康と生きがい」をテーマにさまざまなことにチャレンジしています。脳ト
レゲームやクラフト、また、人を楽しませるための落語やマジック、ものまねショー
等、企画をすることで、わくわくする楽しさに充実感を感じながら活動しています。

クレープ 4
生協商品を中心とする試食・調理と、食の安全・安心に関する情報交換を行います。ま
た、子育てに関すること、くらしにまつわるさまざまな活動も行っていきたいと思って
います。

健康友の会無料塾 11
子どもたちの学習のサポートをすることで、わかる、できる喜びをもってもらいたい。
さまざまな体験を通して楽しさや興味、関心を持たせたいです。

コスモス 6 脳の活性化のための折り紙、編み物、手芸、おしゃべりなどの楽しい集まりです。

チーム新門司 5 商品学習を中心にエフコープのことを学びます。

めかり・おいまつ 11
｢健康」をテーマにからだ作り、食の見直し、実習を通じて、くらしに役立つ情報を発
信していきます。

メロンちゃん　※2020・2021年度活動休止 10 地域の年配の方々と一緒に「楽しく」昼食を取りながら、交流をはかります。

Men's　Babｙ　Club 3
子育てをしながらの悩みを相談しあったり、楽しく子育てをできるように学んでいま
す。

門司たすけあい共済の会 5 たすけあい共済のよさを広め、健康づくりをすすめます。

【門司区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数1、エフクラブ数14　　登録人数144人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

テーマ
クラブ

子ども食堂☆きらきら清水 10
子ども食堂を開催。クラブでは、みんなでメニューを考えたり、試作したり、エフコー
プ商品の試食など食育につながる活動を楽しく行っています。

絵本の読み聞かせ「のーえ」 5
絵本などの読み聞かせを通して、子どもたちや子育て中のパパ、ママ、みんなが少しで
も心豊かな時間を過ごせるような活動がしたいです。

北九州ひびき 9
クラブメンバー全員、視覚・肢体などのしょうがい者です。毎週1回の水泳で、健康保
持・社会参加を行い、エフコープ商品の紹介や情報交流、普及に努めています。

キッズカフェ 10 子育てママや親子での交流を目的として、情報交換などを行います。

貴船 10 エフコープの商品勉強会、自分たちの趣味を生かす活動を行っています。

キャンプ同好会 10 野外活動を通じて自然とのふれあいや共同生活の楽しさを学び共有します。

霧丘のあのあ 10
定期的なそとあそび活動をすすめ、「子育てしやすい　きりがおか」をつくっていきた
いです。

子育てボランティア「さんさん」 11
子育て支援活動。子どもたちや子育て中のパパ・ママみんなが楽しくうれしい、幸せな
笑顔いっぱいの時間を過ごし、みんなでおしゃべりしながら、仲間づくりができるよう
な支援と見守り活動がしたいです。

コットン 10 食品の安全・安心が基礎。デイケアの方々に月1回小物づくりを教えています。

すみれ会 10
エコクラフト講座(ボランティアで出張)、段ボールコンポスト、お菓子、地元旬の料
理。

西小倉 6
生協商品を使っての試食や「ぱれっと」での日用品のお試しを主に、産直大会や工場見
学などに参加しています。

パワーアップりんご姫 10
カタログや店舗の商品を使って、その良さを実感します。また、知人にその良さを伝え
て、利用していただきたいと思います。

ふきのとう 11 １カ月１回生協の商品を試食しながら手芸、歴史散策や花見などを楽しんでいます。

ラズベリー 7 エフコープ商品の紹介・試食。メンバー間の交流。

黒原二丁目　食育の会 15
保護者だけでなく、地域の方と一緒に子どもたちへの食育を行い、料理ができるように
手助けします。料理の楽しさを知ってもらうよう活動していきます。

【小倉北区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数1、エフクラブ数7　　登録人数71人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

テーマ
クラブ

アジアを考える会 10
ペシャワール会への活動の協力と報告会の開催。アジアからの研修生(PHD協会)と地
域・学校の国際交流活動。

家計簿クラブ 5
家計簿をつけることで自分の生活を見直し、長期的・計画的に生活設計をすることで今
後に生かしていきます。また、お互いの暮らしの工夫等情報交換の場として交流したい
と思います。

北九州親業の会 15

「すべてのものに感謝する心と、自分を信じる力(自己背定感)」は、親業で学びます。
「聞く、話す、愛を伝える親業メソッドで育つ」ことを５月のエフクラブ講演会と７月
のムーブフェスタで、広く市民の方にお伝えして、温かい地域社会づくりに貢献したい
と思っています。

すきっちゃ浅生 9
戸畑西店２F組合員ホールを拠点に、コープ商品を使って食を通じ生活を楽しみ、質を深
め、老後のあり方をみんなで探し、発信していきたいと思います。

戸畑西 6
コープ商品の学習と心身の健康づくり。新商品や区域委員会等で紹介された商品に関心
を持ち、試食や学習を通じて利用の幅を広げたいと思います。

風船バレー戸畑 10
ふうせんバレーを通じて、しょうがいや年齢に関係なく、多くの人と交流を図り、誰も
が暮らしやすい社会になるように貢献します。

みらい 8
テレビやネットなどで気になったレシピなどを試してみて、良いものを取り入れてい
く、そんな活動をこれからも楽しく続けていきたいです。

hand  made  mama 8
子育てや地域のこと、生協の商品の情報を交換しながら、いろいろな「手作り」に挑戦
して楽しみたいと思います。

【戸畑八幡東区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数1、エフクラブ数１6　　登録人数145人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

テーマ
クラブ

ゆとりの時間 6
エフコープ基本理念「ともに生き、ともにつくる、くらしと地域」をそれぞれの地域で具体化
するために、情報交換・連携を進めていきます。

うりぼう 10 月１回、小学生を対象にボランティアで、いろいろなイベントを行っています。

映画の会　know 7

「know」には「知ってください」という意味があるそうです。私たちは、ドキュメンタリー
映画を中心に鑑賞をしながら、社会のさまざまなことを知り、みんなで考えていきたいと思っ
ています。そして、まわりの人たちにも知ってもらえるように自主上映会も企画していきま
す。

絵本の会　※2021年度　休止 6
絵本や児童書について理解を深めることが、子どもの理解にもつながっていく。そのような視
点で、みんなで子どものことや子育てのことを話し合っています。

APTねえさんず 13
エフコープの商品（食品）の試食、意見交換を行う。子育てや生活向上の為の情報交換を行い
ます。

きさらぎ 4
人形劇を子どもたちに届けたいと思い、人形などを手作りしながら、公演に向けて練習してい
ます。

くれよん 12
幼児から社会人の子どもを持つ異年齢の母の集まりで、月１回集まり、おしゃべりを楽しんで
います。季節ごとのお楽しみ会の企画もしています。学校行事や学年の様子など情報交換も楽
しんでいます。

コラボラ菜園 10

北九州市立大学北方キャンパス内での菜園活動。多世代で交流しながら、共に土いじりするこ
とで「いのちの不思議」「いのちを育てることの大切さ」を肌で感じてもらうとともに、それ
ぞれが学びあい、相互に影響しあって、育ちあう機会を創り出す場として、季節の行事や講演
会などの企画を行います。

サクラ 6 いろんなコープ商品の試食をしながら、子育ての悩みを解決していきます。

産直やさいっちゃ 9 コロナで方向が定まりませんが、良い品を試食したりして、生産者を大切にしていきます。

スター 10
舞台鑑賞やキャンプ、遊びの会を通して、地域の親子、大人と共に、子どもたちが豊かな子ど
も時代を過ごしながら、成長していくよう活動していきます。

チロル　※2021年度　休止 15
子育て中の方、持病のある方、ご高齢の方等、誰もが集えておしゃべりや食事を楽しめる居場
所になれるように活動しています。

土よう子ども文庫 7
子どもやその親に絵本・児童書を貸し出ししています。良質な絵本・児童書に出会い、想像力
をたくさんもった人として成長することを願って活動しています。

ニコニコクラブ 5 子育てに関する意見交換をする場です。

fun fun コミュ 9 子どもや社会のことを真ん中において、大人同士で語り合う場や親子で楽しむ場です。

マコロン 9
中・高生の子どもを持つ親で集まり、手軽に作れる栄養満点の献立を考えたり、子育てに関す
る情報交換をしながら、月に一度リラックスできる時間を過ごしています。

ゆったりママ 7 エフコープ志井店の花壇を中心に、生協商品の試食等をしていきます。

【小倉南区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数14　　登録人数104人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

芦屋 3 生協商品の試食。

お話の会 めぐちゃん 5
読み聞かせのチームとして、みなさまに楽しんでいただける内容で頑張りたいと思いま
す。

高須東1丁目パトロール部 3 町内をパトロール。

てるてる坊主 6
認知症予防を兼ねて、口と手を動かしながら楽しく折り紙を続けていきたい。生協の必
要性を学びながら、年金や医療、食生活の情報の場にしたい。

どろんこ 10 主にエフコープの折尾店で季節の品物を購入し、調理実習や試食をする。

ひかる青空　※2021年度活動休止 4 折尾店で商品を購入し、料理・試食をしながら交流する。

美豚クラブ（岡垣西） 11 生協商品の試食や料理。お店訪問など。

ひびきの親子あそび研究会 10 親子での交流や遊び、メディアリテラシーなどの学習活動。

マザーズハンドＢ 13 興味のあること、学びたいことなど講師の先生をお招きしてスキルアップする活動。

 リコーダーアンサンブルパレット 8
小学校から誰でも慣れ親しまれてきたリコーダーのアンサンブルを楽しむことにより、
演奏会等で幅広い年齢層の方々に喜んでいただけるよう練習に励んでいます。

リラクゼーションヨガ 8 主にヨガを行い、その後情報交換など談話をして心身共にリフレッシュする。

Ｍ・Ｉ・Ａクラブ 3 子どもたちの学習見守りボランティア。

ＴＥ・ＭＡ・Ｅ・ＭＩ・ＳＯ♡ 10
月に1回子どもも連れて参加できるみそ作りの会。子どもは子どもどうしであそんだり
お手伝いしたり、大人はみそを作りながら子育ての話しや日頃のことなどを話して、時
間を忘れ楽しくリフレッシュできるクラブにしたいです。

ＹＹクラブ 10
しょうがい者に料理の楽しさを教え、いろんな経験をしてもらう。実際にカタログ商品
にふれ見ることによって、しょうがい者の食に対する意識を高める。

【若松区域】

エフ
クラブ



２０２１年度 テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数1、エフクラブ数3　　登録人数32人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

テーマ
クラブ

辺野古 10
沖縄戦の実情を知り、また基地問題を自分たちの課題として捉える学習会や講演会を開催。平和を
語り、発信し、行動していく。

ちよりんご 7 生協商品の試食と学習会。

馬場山クラブ 4
馬場山地区の組合員を中心に生協商品の試食をし、みんなの声を集めています。良い所、改善して
ほしい所の意見を出し、より多くの組合員さんが利用しやすい商品づくりの応援をしています。

りんごあめ 11
くらしＨＯＴ館を中心とした活動。
主に60歳以上の組合員さんを対象としたお楽しみ昼食会です。

【八幡西区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数16　　登録人数132人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

ポエポエ 6
南原小学校では全校児童対象にお話会を行っています。1年生には毎週金曜日の朝自習
の時間に読みきかせをしています。子ども達にたくさんの本と出会ってほしいので、本
の楽しさを伝えられるように。

おとぎの国 6
子ども達にたくさんの本を読んであげたい。そして本を大好きになって、たくさんの本
を読んでもらいたい。小学校でのお話し会(パネルシアター、ペープサートなど)

アン・ガトゥ 5 エフコープ商品や地域の情報交換・クラブ企画などもやっていけたらと思っています。

あしたへつなげる会 10
社会・環境・平和・くらしの問題について学習し、考え、広め、よりよい社会、明日へ
とつなげる活動をします。

海幸山幸ネット 18
毎月第2土曜日に沓尾の姥ヶ懐にて海岸の清掃をしています。2000年7月よりスタート
して21年、海幸山幸ネットとして活動して17年、今年は海の清掃のみの活動でしたが
…みなさま元気になると言って喜んできてくれます。感謝しています。

カナリア 11 コーラスを通じて、交流を深めています。

WハートＫ＆Ｍ 7
同世代の子育てママによる子育て支援。子育てをもっと楽しく。講座やイベントの企画
開催。

リンパケア　オアシス 7
リンパケア(リンパドレナージュ)についての学習や、実技の練習。京築のみなさんにリ
ンパドレナージュの良さや、リンパ浮腫に困っている方への情報提供などもできればと
思います。

ほんわか 5 コロナ過にも負けずにエフコープ活動に取り組む。

Link 15
歌や音楽が好きなママ達が集まり、コーラスの練習、商品の試食をしながら、子育ての
情報交換を行う。年に数回発表を行っていく。

仁★ＪＩＮ 6 試食および産地工場見学(生産者との交流)

お話の会 10
与原小学校にて、おはなし会や読み聞かせの活動。子どもたちが良書に出会えるよう
に。

節丸 4
エフコープの商品を試食したり節約について委員同士で情報を交換したり楽しく活動し
ていきたいと思っています。

苅田朗読会 8
視覚しょうがい、身体しょうがいの方への情報提供ボランティア。毎月2回発行される
苅田町の広報誌、月1回の社協だより、年6回の福岡県だより、年4回の苅田議会報など
のＣＤへの録音作業を行っています。

子育て支援隊　にじいろ 9
子どもの育ちを考え、子育てが楽しいと思えるような保護者への支援やイベントを企画
運営。子どもの“やりたい!”に寄り添える活動。ニーズに合わせた活動を展開していき
たい。

ゆめたいむ 5 地域の小学校を活動の中心とした「絵本の読み聞かせやお話会」など。

【京築区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

エフクラブ数6、テーマクラブ数0　　登録人数35人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

Camカムクラブ 7
生協商品の学習、試食など行い、意見交換、交流を深めながら活動を続けていきたいと
思います。

ダンボの会 6
子ども達の成長を願い、2000年から小学校で「読み聞かせ」をしています。生協商品
の試食など行い情報交換をして行きたいと思います。

プリティママン 10 クラシックのコンサートの企画。地元の方に身近に生演奏を聴いてもらいたいです。

エフクラブ夢 3 リサイクル(古紙)、試食。

ママズ　パーティ 5 生協商品の試食と花の育成、生活の知恵等についての勉強会。

こもれび 4
くらしと地域についての話し合いや、エフコープ商品の試食を行い、人との関わり、輪
を大切にしていく活動をしていきたいと思います。

【豊前区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数5　　登録人数28人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

ハナミズキ 4
生協のカタログや機関誌などを見ながら、商品や生活についての情報交換、交流をした
い。

ザ・ベジタブル 7 生協商品の試食、情報交換、カタログの学習。

ciku ciku 6
生協の組合員活動について、各区域の情報交換を行ったり商品の試食などをしながら、
地域を越えて楽しく交流したい。

マカロン 6 楽しく手芸をしたり、情報交換をみんなとできればいいなあと思っています。

やまびこ会 5
直方市中央公民館でおはなし会を2ヵ月に一度行います。対象は幼児、小学生。折り
紙、紙芝居、楽器を使って歌をうたいます。

【直方区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数5　　登録人数40人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

風の会 10
日本古来の和楽器(尺八や篠笛)の普及活動や海外への紹介、市内小中学校生に演奏を聞
かせ和楽器の魅力を伝えていく。

試食女子会 10 生協商品の試食をして、意見交換、情報交換、感想などを出し合う。

福祉グループ　あゆみ 6 小物作りを通して、地域の高齢者やしょうがい者との交流を図る。

モア 4
生協商品の良さを試食や意見交換を通じて知る。それにより、健康な心身で生活するこ
とをめざす。

田川映愛会 10
月1回の定例会で映画鑑賞を行い感想等を交流し、年数回映画関連資料の展示や手描き
映画看板展を企画します。映画を通し高齢者の生きがいづくりにつなげます。

【後藤寺区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数8　　登録人数64人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

あみあみ・ぬいぬい 12 組合員ホールでの小物作りやあみものなど、楽しみながら交流し活動を広める。

サルビア 10
エフコープの商品をいろいろ試食して感想を話したり、日常茶飯事のことを話し合える
楽しい会にしたい。。

よってかんね 7
エフコープについて商品、組織、組活他自主学習。社会の動き、世界情勢について学
習、意見交換をする。

レインボークラブ 10
ボウリングを通じて多くの人々との交流、また技術の向上をめざし、健康を維持して社
会に貢献できればと思います。

ろきゃっと 4
生協商品を利用した調理や試食をし、今後の商品活用に結びつけていけたら良いと思い
ます。

笑Ｇ 7
小物づくり、エコバッグ、クラフトバッグなどを作りながらみんなが楽しめる活動をす
る。

ｆｆ(フォルティッシモ) 9 ハンドベル演奏や歌をうたって楽しみます。

あそびいろいろ 学びいろいろ 5 小物作りや健康、食品などを楽しく学習する。

【飯塚区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数44　　登録人数398人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

アップルセサミ 4
アロマでの手作り虫よけスプレーや配達時(仕分け)のアロマ除菌スプレー作り(手指用と
マスク用)、アクリルたわし作りなど。

アレルギッ子サークル“パンブキン” 10

子どものアレルギーについて保護者が日頃の悩みを話したり、情報交換したり交流する
ことで自分だけでなく、みなも同じように悩んだり困っていることを知ったり、新しい
情報を得て安心できる場となるように活動していきたい。アレルギー対応クッキングや
学習会なども行っていきたい。

aromaticus 10
アロママッサージ・クラフトづくりとハーブで飲食を楽しみながら活動をしていきたい
です。アロマの香りで心を癒しながら、家庭菜園ハーブとエフコープ食材を使用した調
理研究をして日常の暮らしに取り入れます。

いきいきサロン 10
地域の高齢者を中心にピンピンコロリを目標に針を使わない手芸で手を動かしおしゃべ
りで大声で笑ってすこやかに毎日をすごせるような活動をしたい。

obasans6 9 地域や世代を超えてのエフコープの情報交換と親睦を深める。

おはなしの国 10
市立図書館とカメリアステージ図書館での、各、月1回のおはなし会(主に未就園児対象)
を中心に活動。絵本や物語世界を好きになってもらえるような企画もしていきたいと
思っています。

おはなしの木 12 毎週水曜日に小学校にて朝の読み聞かせを行っています。

おはなし飛行船 10

福間小学校で絵本の読み聞かせの活動をしています。クラブの名前のように飛行船に
乗っているようなのんびりとした雰囲気で、お話の世界を楽しんでもらいたいです。毎
月の定例会で選本や絵本の勉強、メンバーの交流をしています。コロナ禍で学校と相談
しながら対面の読み聞かせではなく、お便りの掲示、放送、文庫活動をしています。

カンガルーポケッツ 12
神興小学校と神興幼稚園で子どもたちに絵本の読みきかせをしています。絵本を通じて
子どもたちとの交流を楽しんでいます。

よちよちクラブ　 8
未就園児をもつお母さんたちが、遊びや学習を通して親同志の交流をする。月一回程
度。

古賀千鳥 3 子育てや家庭の悩み相談、毎日をいきいき楽しく過ごすための学習や試食など。

こがも 10
就園前までの乳幼児があそべる場とお母さんたちの交流の目的として、子育てコミュニ
ティひろば。

こすもす 4 ストレッチ、茶話会を通しての交流。

子育てサロンきっさこ2 10
乳幼児の親子が気軽に交流できる子育てサロンを津屋崎中学校で実施します。中学生と
の授業交流を数回計画し、次世代育成にもなり、世代間の交流ができる場にしていきま
す。

子育てサロンとことこ 10

未就園児とその保護者が、遊びや会話を通し自由にのびのびと過ごし、ホッとできる子
育てサロンを福間東中学校にて開催します。中学3年生の家庭科授業の中での参加者や
スタッフとの交流も数回計画しています。みんなの子どもをみんなで育てていく場づく
りをしています。

子育てサロンにゅうじらんど 10
0才から就園前の親子が人と知り合い、地域の中で安心して子育てしていけるような子
育てサロンにゅうじらんどを開催します。木のおもちゃや絵本でゆったり遊び、お昼ご
飯も先輩ママが作ったみそ汁を食べながらおしゃべりなど楽しく交流します。

子育てサロンポレポレ 10
福間南郷づくり交流センター「なんしょっとセンター」にて月1回実施。乳幼児の親子
が安心して遊び、くつろげる場を提供し、子育ち親育ちの場、そして仲間づくりの場と
なるよう支援していきたい。

こもこもネットワーク　 10
子育て中のママたち編集委員が古賀市における子育て情報を伝えるために子育て情報誌
「こもこも」を年4回発行しています。

さくらんぼ 9
絵本の好きな方や乳幼児をもったお母さん方と、絵本のことを話したり読み聞かせあっ
たりしたいです。子育ての情報交換などもできたらいいなと思います。

ぽっかぽか 10 乳幼児を持つ親子が交流を目的とし、ほっとできる子育てコミ二ティ広場。

すまいるカルテット 10

サックスアンサンブルでの演奏活動をボランティアで行います。介護施設、福祉施設な
どの生演奏を聴きに行くことが困難な方へ生の音をお届けして笑顔をたくさんもらえた
らいいなと思います。歌や体操、エプロンシアターも取り入れて演出にも工夫していく
予定です。

すまいるファミリー 9 地域の中で子育てを助け合う活動、主に託児を行っています。

太鼓サークルおむすび 10
太鼓の好きな大人たちが世代・地域を超えてつながり、人と人とを結ぶ（おむすび）。
人の手で握ったおむすびのようにいろいろなものが入っているあたたかいサークルで
す。

談笑手遊び会 11
季節を感じる手芸をしながら、大声でしゃべり笑い、エフコープのスイーツで茶話会を
楽しむ。

つくしんぼ 10
未就園児の子どもが自由にあそべる場所とお母さんたちの交流の場の提供を目的とした
コミュニティひろば。

津屋崎　 5
エフコープ商品を食しながら、地域や家庭、身の回りに起きることなどを話し合いたい
です。

にじいろたまご 10
津屋崎小学校での児童への読み聞かせサークル。子どもたちの読書への感心を上げる目
的がある。月1回の定例会【選本、感想、次回打ち合わせ】の実施。

布の絵本はまゆう 6
布の絵本を通して、やがて子供達に絵本の楽しさや夢を与え、絵本や本を手にとってく
れたらうれしいと思っています。

のびのび 6 いろいろなジャンルの学習会を通して学び、お互いの親睦をはかる。

【宗像区域】

エフ
クラブ



ビザの会 8
高齢者、ご近所さんの寄り合い所として、食事をしながら会話を楽しめる居場所とし
て、皆が生き生きとした時間を過ごす。

ふくまキッチン 10
コロナ禍なので3密に気をつけ、消毒、手洗い、マスクなどをして集う。集って、子育
てについての交流やテーマを決めた勉強会をする。

ぴっころ 10
就園前までの子どもたちが自由にあそべる場所とお母さんたちの交流の場の提供を目的
とした子育てコミュニティひろば。

ファミリー 10 ママ友で情報交換の集まり。

ぷくぷく 9 子育て情報誌による子育て支援活動。

ふれっしゅ宗像 10
コロナ過が収まるまでは、コープ商品の試食や食べ比べを個別に行う。また、集まるこ
とができるときには、ウォーキング等を行い健康維持に努める。従来の活動が可能と
なったときには、産直野菜の学習や生産者との交流も行いたい。

メディアサポートママ 10
乳幼児期からテレビやスマホなどのメディア機器に接する機会が増え、子どもの成長・
発達に影響が大きいことを保護者に啓発活動をおこなっているグループです。学習会な
ど啓発活動を企画し、子育ての支援となる活動をめざしています。

森のムッレ教室 8
持続可能な社会づくりに向けた乳幼児期からの体験型プログラム。自然に出会うことで
自然と命にとって大切なことは何かを体験的に学び、発達段階に応じた体験プログラ
ム。

リテラママ 10
ふくとぴあでの乳幼児健診の折に、メディアとの適切な付き合い方について保護者に啓
発活動をおこなっている。また、子育ての相談なども聞き、子育て支援となる活動をめ
ざしています。

若宮くいしんぽ 9 生協商品を使った料理や試食。

わくわくひろば 10

月3回10:00～12:30ふくま郷づくり交流センターふくまりんを会場に子育てサロンを
開催しています。0歳から就園前の子どもが自由にのびのび遊べ、保護者同士が交流し
ながら、ほっとできる子育てコミュニティひろばをめざして活動しています。サロン後
の反省会でメンバーの交流もしています。

わくわくプレパ 9 子どもと大人の冒険遊び場による子どもが遊べるまちづくり。

母活クラブMANA 10 寺子屋こども食堂と制服リユース。

パッチワーク　 7
みなさん高齢になって、顔を合わせてパッチワークをしながらお話をするを楽しみにし
ています。また、エフコープの商品をどんなのがよかったかとか、どんなのがおいし
かったとか聞くのも楽しみです。

森の親子ひろば 10
親子で自然の中を散歩しながら森の動物(ぬいぐるみ)や草花を発見していきます。小さ
い子どもたちが自然や生き物や人とふれあうプログラムです。



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数6、エフクラブ数23　　登録人数209人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

工房やまばと 5
重度しょうがい者の方々に絵本の読み聞かせをしたり、植物観察会を企画したりしま
す。

シオンミュージック 16 吹奏楽を通して地域・子育てに貢献します。

たんぽぽのわたげ 3
被爆体験証言集を基にシナリオを作成し、今後も朗読会を続けていきたいと思います。
メンバー募集中です♡

Happymori 10
子どもも大人も楽しめるイベント、講座、例えばヒーローアクション、踊り等を通じて
みんなが一体感を感じ楽しめる様に情報発信していきます。

May Music Factory 9
異世代の交流を図りながら女性の社会自立を促し、家庭円満、よりよい人生を送れるよ
う活動しています。

ラブ＆ピースふくおか 7
心豊かな人生に、一番大切な「平和」を守り育てるために、学び、気づき、発言し、イ
ベントを開催します。

あっぷるeアティック 6
スマホの機能などを詳しく勉強して、組合員さんに講習会を通して伝えていきたいと思
います。

あぷりこっと会 5
食物アレルギーっ子の家族が、楽しく育児できるよう、情報交換・交流の場を作りま
す。

アロマ会 8
アロマの香りを楽しみながら健やかな日常生活づくりに役立てています。生協商品の試
食・感想、おすすめ商品などの意見交換をします。

うたぐみ 7
粕屋町のママさんが楽しく歌をうたう活動をしています。私たちの、歌が大好きな気持
ちがみんなに伝えられたらいいなと思います。

FCクラブ 10
子育て、食育について話し合える会です。
遠い住まいの友人にもコープを紹介していきます。

お米づくり部 4 食に関しての学習会や子育ての情報交換をします。

カスタネット 10
同世代の子どもがいる母親同士、生活に役立つ情報交換を中心に、カタログ商品の試食
などもしています。

サロン・ハヤシダ 6 老化で食欲がなくなるのをなくすような、試食会をしたいです。

新ぴょんぴょんクラブ 7
子育て中のお母さん同士で子育ての悩みを相談しあったり、子どもと一緒に遊んだりし
て充実した親子時間を作りたいです。

セレ部 5 リフレッシュできる活動と情報交換をしています。

てくてく篠栗 11
篠栗を中心に歩きたい場所を散策し、親睦を深めます。コースはメンバーの当番制で設
定し、コープ商品の試食も行います。

にこにこ☆キッズ 10
子育てサークル　お母さん同士の交流と育児のストレス解消ができたらいいなと思いま
す。親子で友達ができる場にしたいです。

パクパクフライパン篠栗 6
お弁当に入れることができる食品や子どものおやつ等に使える食品を見つけたいです。
簡単調理でおいしい物をみつけたいです。

ハッピースマイル 4 夕食に使える、簡単でおいしいものを探したいです。

ひまわり 10 子育ての交流、学習の場と、親子での生の舞台鑑賞、遊びなどを行います。

姫の会 4
野山を散策してトールペイントの作品づくりに活かしています。コープ商品の試食をし
て商品を知るなどの活動をしていきたいです。

美味クラブ 10 全員が70代になります。介護予防に役立つ食事や行動をとっていきたいと思います。

four Season 6
四季を感じるスポットに出かけ、自然とふれあい、旬の食材を使って料理を作ったりし
て心も体も豊かになっていきたいです。

不思議の国のアリス 6 健康増進のために、運動しながら生活の情報交換をします。

ポニー 10
バトミントンをして体を動かし、心と体の健康を推進し、家族の食について情報をわか
ちあいます。

愛Ⅵ　ラウ”シックス 5
エフコープのいろいろな施設の見学や体験を通して、エフコープをもっと知っていこと
いう会です。

ルネスキッズ 5 エフコープ商品の試食と衣・食・住の情報交換をします。

和クラブ 4 神社を参拝してランチめぐりをします。

【志免区域】

エフ
クラブ

テーマ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数1、エフクラブ数19　　登録人数152人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

テーマ
クラブ

スクスク　(SKSK) 3 新宮店で開催する試食会でのコープ商品のおすすめを通してお店を盛り上げる

うさぎっこ 10
毎月第１月曜日は、保育園遊び、第3月曜日は、遠足・季節行事・勉強会を実施し、子
育ての悩みを解決し、お母さんが元気になるサークル活動を行いたいと思います

おおきな木 10
本の読み聞かせ、図書室の整理、おはなし会などを通じて子ども達に本の楽しみを伝え
たいと思い活動しています

かしい 6
香椎、千早周辺を拠点として、舞松原店や新宮店でお買物をしたり、生協商品やサービ
スを利用したり、使ってみたりと、細く長くエフコープファンでいたいと思っています

かたつむり 6
エフコープ新宮店で学習会や試食等をしていろいろな話をします　エフコープのことを
もっと知りたい

クローバー 8
エフコープの商品を主に試食しながら月１回集まり子育て・老後・料理などいろんな情
報交換の場にしたい

こうのとり 3
月1回の活動で奈多小周辺や海辺の遊歩道のゴミ拾いと野鳥と草花の観察を行っていま
す　地域とのつながりや施設訪問・見学等を積極的にとりくんでいきます

ごちぱく 10
エフコープの商品を知り、広めていく　新しい商品、サービスを利用し組合員の声を届
ける　お気に入りをおすすめしたり、情報交換をしたりする

さくらんぼ 6
生協の商品を試食して、情報交換をし、健康な生活を送るように楽しく活動していきた
い

シェルクラブ 8
カタログでおすすめの商品や新商品の試食　メンバー同士楽しくおしゃべりや育児等の
情報交換し合う活動にしたい

多々良 7 エフコープのことを学び、クラブメンバーと交流したい

タンポポ 3 食やくらしに関心をもち、楽しい食育をめざしたい

チューリップ 7 音楽・映画等を通して、平和・家族を考える

ちゅうりっぷ畑 11 特別な支援を必要とする親子に寄り添って活動し、生協商品などをみんなで学習したい

パセリスープ 6 舞松原店の香椎庭先野菜部会生産者との交流

ベラドンナ 16 卓球練習、ゆるやかに楽しく体を動かし、口を動かし　心と体のストレスを解消します

みんなのオープンスペース 10

知的しょうがい者の余暇活動を支援する会　卒業後それぞれの施設に通う知的障碍者と
その親が集まり、親は子の近況や悩みなどを意見交換し、子どもはボランティアさんと
昼食を作って食べ、午後は四季折々の行事を楽しみ（端午、七夕、納涼会、クリスマス
会、紅葉狩り、カラオケ大会、バスハイク、書初め、ひな祭りなど）共にリフレッシュ
する

メリ・ポピ 5 生協商品の試食　地域ボランティア参加　生産者との交流

われもこう 5
クラブ活動について自主企画活動がかなり困難なメンバー構成なので、生協主催の各種
学習会や催事に積極的に参加してもっとよく生協を理解したい

竹笛塾新宮支部 12 伐採した竹で竹笛（尺八、篠笛）を作り、吹奏の練習を行う

【新宮区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数17　　登録人数127人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

大濠 5 食の学習

柏原文庫 4 柏原公民館を拠点とし、地域文庫として本の貸し出しやお話会を行う

コミュニケーションズとうじん 8 地域に本物の音楽を

りべれあ 13
エフコープふれあいの音訳とボランティア情報誌「りべれあ」を季刊で作成していま
す。ボランティア情報の他、詩、エッセイ、小説など表現出来ます。文化向上を目ざし
ています

フラワーズ 7 いも煮会、ぜんざい会、平和活動、学習会

パッチワーク 7 それぞれアイデアを持ちより、楽しみながら作品を作っていこうと思ってます

油山 7
エフコープの商品学習、環境問題、税のあり方、食の安心・安全、平和とよりよき生活
のために

南風 15
高齢化していく中、皆で話し合い、自宅にこもらず社会参加の窓口の1つとしてクラブ
に参加し、様々な知識を学びつづける様努力し、手段として学習会、料理教室等開いて
いきたいです

絵本の読み聞かせ 4 絵本、紙芝居、折り紙等

HOT6 7
異世代のメンバーによる情報交換をしながら料理の工夫・学習・季節の行事等を考えて
活動していきます。

ひまわり 12
育児の悩み等を共有し、協力しながら生活を楽しみたいです。コープ商品で料理のレ
パートリーを増やしたいです。

クローバー 10 ウォーキングを中心に、手作りおやつの試作・試食なども行っています。

ハハハクラブ 4 生協商品の試食とくらし全般に役立つ情報交換の場

はなみずきの会 10 世代間交流を図りながら、料理等の工夫、みそ作り、季節の行事、音読会

英（ハナブサ）サークル 5
英会話歴40年以上の人を中心として、文法、文の作り方、話し方を練習しているサーク
ルです。年齢は皆、65才以上と高いのですが、学ぼうとする気持ちは、学生の時と同じ
でお互いに助け合い乍ら頑張っています。

ももち浜 5 海洋プラスティック問題につながる海岸清掃をしていく

おやつ研究会 4 コープのお菓子で子どもに与えたいおやつを調べる

【城南区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数1、エフクラブ数19　　登録人数152人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

テーマ
クラブ

スクスク　(SKSK) 3 新宮店で開催する試食会でのコープ商品のおすすめを通してお店を盛り上げる

うさぎっこ 10
毎月第１月曜日は、保育園遊び、第3月曜日は、遠足・季節行事・勉強会を実施し、子
育ての悩みを解決し、お母さんが元気になるサークル活動を行いたいと思います

おおきな木 10
本の読み聞かせ、図書室の整理、おはなし会などを通じて子ども達に本の楽しみを伝え
たいと思い活動しています

かしい 6
香椎、千早周辺を拠点として、舞松原店や新宮店でお買物をしたり、生協商品やサービ
スを利用したり、使ってみたりと、細く長くエフコープファンでいたいと思っています

かたつむり 6
エフコープ新宮店で学習会や試食等をしていろいろな話をします　エフコープのことを
もっと知りたい

クローバー 8
エフコープの商品を主に試食しながら月１回集まり子育て・老後・料理などいろんな情
報交換の場にしたい

こうのとり 3
月1回の活動で奈多小周辺や海辺の遊歩道のゴミ拾いと野鳥と草花の観察を行っていま
す　地域とのつながりや施設訪問・見学等を積極的にとりくんでいきます

ごちぱく 10
エフコープの商品を知り、広めていく　新しい商品、サービスを利用し組合員の声を届
ける　お気に入りをおすすめしたり、情報交換をしたりする

さくらんぼ 6
生協の商品を試食して、情報交換をし、健康な生活を送るように楽しく活動していきた
い

シェルクラブ 8
カタログでおすすめの商品や新商品の試食　メンバー同士楽しくおしゃべりや育児等の
情報交換し合う活動にしたい

多々良 7 エフコープのことを学び、クラブメンバーと交流したい

タンポポ 3 食やくらしに関心をもち、楽しい食育をめざしたい

チューリップ 7 音楽・映画等を通して、平和・家族を考える

ちゅうりっぷ畑 11 特別な支援を必要とする親子に寄り添って活動し、生協商品などをみんなで学習したい

パセリスープ 6 舞松原店の香椎庭先野菜部会生産者との交流

ベラドンナ 16 卓球練習、ゆるやかに楽しく体を動かし、口を動かし　心と体のストレスを解消します

みんなのオープンスペース 10

知的しょうがい者の余暇活動を支援する会　卒業後それぞれの施設に通う知的障碍者と
その親が集まり、親は子の近況や悩みなどを意見交換し、子どもはボランティアさんと
昼食を作って食べ、午後は四季折々の行事を楽しみ（端午、七夕、納涼会、クリスマス
会、紅葉狩り、カラオケ大会、バスハイク、書初め、ひな祭りなど）共にリフレッシュ
する

メリ・ポピ 5 生協商品の試食　地域ボランティア参加　生産者との交流

われもこう 5
クラブ活動について自主企画活動がかなり困難なメンバー構成なので、生協主催の各種
学習会や催事に積極的に参加してもっとよく生協を理解したい

竹笛塾新宮支部 12 伐採した竹で竹笛（尺八、篠笛）を作り、吹奏の練習を行う

【新宮区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

エフクラブ数18、テーマクラブ数3　　登録人数185人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

ベスタ 8
主婦目線でできる環境活動（エコクッキング、脱プラ講座、風呂敷包み講座、かえっこ
バザール、エコものづくり）

手話ダンス・サンダー 23

老若男女・しょうがいの有無に関わらず、「みな、手を取り合ってともに生きる」を目
的とし、手話ダンス・手話ソングを通して、地域の人たちと交流し生きがい作り、仲間
作りの支援を行う。また、福祉施設の訪問を行い、手話ダンス・手話ソングによる介護
支援活動を行う。

旬 6
上山門店を拠点に、区域委員会と連携して、地域のみなさまとお店を利用していただけ
る方に、商品のおすすめをし、交流を通してたくさんの仲間づくりをして、楽しい活動
をしていきたい。

ルナ 4
リコーダーを吹いて呼吸を整え、楽譜を見ながら指を動かして脳を活性化しつつアンサ
ンブルを楽しんでいます。

さくら 10
生協の商品を（メンバーイチオシ等）試食・試飲して、皆で情報交換をしあい（リモー
トで）普段なかなか会えないメンバーとも「つながり」＝生協を通して交流する。

GEKISIN 5 バンド活動。音楽を通して多くの人と繋がり、世界平和をめざしたい。

ウォーキング 10
活動が長くなり年を重ねなかなか長い距離を歩けなくなりましたが、楽しい活動をして
いきたいと思います。

ピンポン 5 卓球、健康目的及び楽しく笑いおしゃべりし（交流）生協商品やお店の事に関心をもつ

うきうきクラブ 9 うきうきわくわくするような活動を、みんなで考えてしていきたい。

歌音（かのん） 6
ミュージックベルのサークルです。心を一つにしてベルのハーモニーを楽しんでいま
す。少しずつレパートリーを増やしレベルアップした曲にも挑戦したいと思います。

ハッピーハッピー 6
子育てひろばの壁画を制作、季節ごとに変更。来場者親子に季節を感じ、楽しんでいた
だくために。コープ商品の簡単なアレンジレシピをおすすめします。

わいわい手作りの会 20
それぞれ手作りを楽しみ、いろいろな年齢の違う人達が集い共感しあう。また年2回、
発表の場を通して販売し、その中から募金へという気持ちをみんな持ち合ってがんばっ
ています。

コンネ 5
子育ての合間にほっと一息。生協商品の試食、歌や体操を中心に体を動かし楽しみた
い。

いとしまっ子 5 子育ての情報や悩みなどを共有しメンバーのコミュニケーションの場としている。

すみれの会 11
「食」をテーマにして生協のよりよい安全・安心の食品の紹介、普及、料理の試食など
を行っていきたいと思います。同世代の集まりなので、会員が健康でハツラツと毎日過
ごせるよう情報を出し合い、楽しい会にしたいと思います。

チャメ 8
時事問題について語り合い、見識を広め、いろいろな好奇心・探求心を満たし、知識の
幅を広げる。時には身体を動かし（ストレッチ・ヨガ等）、現役の社会人として、生き
生きとした生活を送る。

セリーズ 7
ボウリングをしながら、気持ちよく体を動かし、楽しくおしゃべりし（今はできません
があと少し）心も体も健康になれることを期待して！

つながるCafé 11
ママ（パパ）と子どもが楽しめる体験、遊び、学びの場作りをしています。（ソトミッ
ク、科学教室、海でアートetc）

防災ライフスタイル 4 防災・減災の意識向上のために、お互いに学びあう。また、自助・共助を考えていく。

音訳　ゆりかもめ　 10
「視覚しょうがい者は情報しょうがい者」との声を受けて、28年前に発足。リスナーの
求める情報をCDに録音して発送。隔年1回リスナー交流会実施。

Corrina Parry  　 12 山登りで健康づくりと交流

【糸島区域】

エフ
クラブ

テーマ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数21　　登録人数166人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

大野城さくらんぼクラブ 10
普段ちょっとお高くて手が出せない食材を試食してみたい。食材にしても何種類もある
ので食べ比べもしてみたい。「ふれあい」の料理を作ってみたい。時々外に出て気にな
るお店でランチもしてみたい。

Ｍ６テニス企画部 6
テニスサークルが円滑に、そして皆が楽しくテニスができるよう運営、レクを企画、実
行する活動。

折り紙ヒコ－キclub 12
A4の用紙で工夫した紙ヒコ－キを折り、距離や時間を競う。とても奥深い競技です。全
ての世代に達成感、向上心を味わってもらえ、親子の絆も深まり、見知らぬ同志でもす
ぐにうちとける。交流会の開催等。

かすがに冒険遊び場をつくろう会 10
一人遊びや室内遊びが増えた現代の子どもたち。禁止事項の増えた公園ばかりの今、異
年齢で様々な遊びを体験できる場をプレイバンクという形で作っていきたいと思いま
す。

クラフトマミ－ 9
幼稚園、小学校のつながりを大切にコープ商品の良さを伝え合う楽しいうれしい笑顔の
ママグループです。

GOOD TIME in F 6

ヨーロッパでは老若男女問わず親しみのあるペーパークラフトの一種『パーチメントク
ラフト』を一人でも多くの方に知っていただきたいと思い始めた活動ですが、順調に制
作が進み、またそれぞれがアイディアを出し合って毎回の活動の幅が広がりを見せてま
す。

手話サークル手のひら 22 ろうあ者との交流、情報交換を目的としたサークルです。

ちゃいるどりーむ 6
子育て中の親子が楽しい時間を過ごしてもらえる様に絵本の読み聞かせやふれあい遊び
を提供しています。

那珂川ドリ～ム 4
那珂川店を盛り上げる活動したいと思います。お店の商品についての意見や試食の感想
を話し合ったり地域の様子について情報交換をしてお店での企画もしたい

ＮＡＪＩＭＡの会 3 エフコープのおいしい商品を伝えられる活動がしたい

ニコカフェ 5
子どもを持つママたちの集まりを通して情報交換したり生協商品を試食したりしていま
す。こどもだけでなくママも笑顔で！！

ハ－モニカ風の会 14
お互いが楽しく元気が出る演奏。活動は自分が元気になる。練習を楽しみ、講習会を開
く。

HANA(ハナ） 5 心と身体にいいこと、地域や社会にいいことを探して実践する活動。

ブルーディジー 10 ビーズの学習会を通して、会員の融和を図りたいと思います。

ブレヨガの会 4 心身ともに健康でいられるようにヨガやスポーツまた食等を学びながら楽しむ活動。

ポピー 6
コープ商品の試食、情報交換でカタログでの注文が広がるように！地域へのイベント参
加で周りの方々、私たちともに楽しい時間が過ごせるようにしたい。

ミリカキッズ 4
ママ友の情報交換の場、生協商品の試食や学習の場、レクや季節のイベントの企画実行
を目的としたクラブ

レインボー 10 気になる商品、新商品を試食、料理方法を考え話し合う会

わらべうたとえほんの会たんぽぽ 5

わらべ歌や絵本の読み聞かせを通して赤ちゃんに肉声を届け、お母さんと赤ちゃんのふ
れあう場を大切にしたい。また家庭でも継続的な親子のコミュニケーションの手立てと
して絵本の貸し出しを行う。育児で大変なお母さん方にとってもホッとくつろげる場で
あってほしい。

ママーズ 10
同世代のママたちと子育てを楽しもう、ママを楽しもうをコンセプトに、趣味（ハンド
メイド、料理など）やイベント活動ををしたり、情報交換、交流の場として楽しむ活動
です。

このゆびとまれ 5

子どもたちが安心して過ごせる居場所つくりをします。放課後や学校が休みの日に、宿
題をしたり
みんなで遊んだり、スタッフと一緒に心身ともに安全に楽しく過ごせるような時間と場
所を作ります。またみんなとご飯作りをする中で食育や生活力が身につくようにしてい
きます。

【春日区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

エフクラブ数13、テーマクラブ数0　登録人数130人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

アマデウス・ミュ－ジック 3
生演奏の音楽を愉しんでもらうとともにくらしに関わる法律知識を身近に感じてもらえる講和を行
うことで、参加者同士がコミュニケーションを楽しんでいける機会としていきたい。

エフクラブたねの会 12
「お互いさま」「夢」「絆」の言葉の意味を深く考え、地域で誰もが気楽に参加できる魅力的な
アートイベントやワークショップを提案、開催し、芸術を通じてつながる喜びや大切さを広め、人
と人とが出合う機会を増やし、安心して暮らしていけるまちづくりをめざします。

オリーヴ 5
子育てママの交流の場としてと、エフコープ商品を知り生活に取り入れていきたいと思っていま
す。

こどもみらい 11

コロナ禍でも私達にできることを考え、例年行っている「こども食堂」の食事提供から一人親世帯
や本国に帰れなくなっている外国人さんに世帯に食材を配るフードパントリー活動を継続してい
く。食堂再開時には新たな場所でも提供できるように話を進めより多くの年齢層に来場してもらう
工夫をしていく。

多胎児サークル　まんまるスマイル 10
双子、三つ子など多胎児をもつママさん、プレママさん達が気軽に集まり情報交換をし、明日の元
気をもらえるような場にしていきたいです。

ティアレ　タヒチ 5
毎日の子育てで忙しく運動不足な母親のグループです。タヒチアンやフランダンスを通じて楽しみ
ながら身体を動かそうと思っています。

らくらく倶楽部 7 子育てママの交流の場、エフコープの商品に関する勉強の場にしたいと思っています。

とおりゃんせ 8 エフコープの商品を使った試食会

ニコニコスマイル 36 くみかつを利用しての学習会や試食会などを開催したり多胎児ママの交流などをしていきたい。

はっこうde 10
発酵食品を作ったり発酵商品を利用して食事を作ったりして学んでいます。また、生活を豊かにす
る学習会なども開いて活動します。

ぺちゃくちゃクラブ 3
健康体操（笑いヨガ）を中心に健康（福祉）に関連した学習などやエフコープ商品の情報収集など
をしながら仲間も増えていけば良いかなと思います。

H&B 10
ヘルシー＆ビューティー、健康と美しさをテーマに食事、呼吸、瞑想、自己整体などあらゆる方面
から免疫力を高める活動をしています。

まりんばの会 10
月一回開催する食事会を通じて子どもの育ちに大切な「食」を基本に楽しく食べる機会や人との交
わりを創り出します。旬の食材から季節を感じ、生産者の方々への感謝の気持ち等食の大切さを地
域の子どもへ伝えます。コロナ禍に於いては安心安全を優先しつつ活動します。

【筑紫野区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数5、登録人数30人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

織姫 5
子育て世代～ほぼ子育て世代完了時のお互いの情報交換、試食をしながら生活に役立て
ていけるような意見交換につながると楽しい。

さくらんぼ 8
ソフトバレーボールの練習、試合を通して他チームとの交流を増やしていく。大会成績
を上げていく。

Balloon 4 社会での新しい情報から親の介護、生協の商品についてなど幅広く学んで活動したい。

みくにっくす 7 無理せず可能な限り活動を行っていきたい。

みすずクラブ 6
エフコープの商品や組合としての活動を勉強しつつ生活向上を目指して活動していきた
い。

【小郡区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数8　　登録人数49人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

久留米産直の会 5 生産者との交流。旬の食材を使った料理。

櫛原 4 社会情勢と生協について意見交換。試食して正直な感想を報告。

手話サークル 8
手話を学び、ろうあ者の方々と交流を深めたい。手話の読み聞かせを通して、子どもた
ちに手話に関心を持ってもらいたい。

お話し会 9 読み聞かせやお話し会の活動を通じて、幼児や児童の子育て支援に寄与する。

オレンジクラブ 3 試食・近況報告等です。

グリーンアップル 5
まずは食の安全、生協における食の安全の確保がきちんとなされているか。さまざまな
視点から討議をしていく。組合員の要望がどう生かされていくかも議論しながら注意し
ていく。

バンブーミュージック 6
竹楽器の楽団「七夕バンブーオーケストラ」で演奏活動と楽器作りをしています。「子
どもの居場所づくり」と「大人の居場所づくり」を基盤に、音楽を通して人と人がつな
がっていく演奏活動をしていきたいと思っています。

麹でいきいきクラブ 9
普段の生活に麹を取り入れ、免疫力アップをしたい。麹を使った料理やみそ作りを継続
していきたい。麹で元気になりましょうの意味を込めて活動したいと思います。

【久留米区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数4　　登録人数23人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

環 7
組合員として、また総代としてのスキルアップをめざして学習を行う。他区域、メン
バー以外の総代とも積極的に情報交換、共有を図る。情報開示制度の改善をめざす。

メリッサ 4 クラフト（手芸・工芸・お菓子作り・料理・その他）

なかよしこよし 6
毎回カラオケ店で、身の回りの出来事や社会問題やら、食生活、生涯学習などいろいろ
な意味で情報交換している。

いちごクラブ 6
エフコープの気になる商品、メンバーのおすすめ商品を試食し、子育ての情報交換や学
習会を行い、息抜き、リフレッシュする。

【筑後区域】

エフ
クラブ



２０２１年度　テーマクラブ・エフクラブ登録一覧（２０２２年２月末現在）

テーマクラブ数0、エフクラブ数6　　登録人数46人

区分 クラブ名 人数 主な活動内容

大和さくら 3 月に1回程度生協商品の試食を行い、情報交換をしていきたいと思います。

みかんちゃん 12
幼稚園、保育園、小・中学校の子どもたちへ絵本・本の読み聞かせを通じて少しでも心
豊かに育ってほしい願いを込めて活動しています。

くろーばー 10 クラフトをしながら、子育ての悩み等を話す場にしたいと思います。

おやこカフェ 5
0～3歳の乳幼児をもつ親子のために交流や活動の場を作ります。わらべうた、絵本製作
などの活動を計画しサポートしていきます。

あめんぼ 7 生協商品の試食をしながらみんで交流する場にしたいと思います。

シャトル 9
バトミントンをしながら、休憩時に生協商品の試食をしながら共有していきたいと思い
ます。

【大牟田区域】

エフ
クラブ
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