
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

雨ばかりふっていた９月から、虫の声とひんやりした空気に秋を感じるようになりましたね。 

消費材のカタログも一新し、おやおや！？と少し刺激を受けました。 

イベント情報＆お知らせ 

県央ブロックニュース 

生活クラブ茨城 
県央ブロック 
運営委員会発行 
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県央Ｂ 月末組合員数 

水戸   ：800 

ひたちなか：551 

笠間   ：97 

その他  ：57   

合計   1,505 名 
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県央Ｂ9 月末組合員数 

水戸   ：826 

ひたちなか：563 

笠間   ： 95 

その他  ： 54  

合計   1,538 名 

 

本紙は、1 ヶ月間保存してください。 
 

 

本紙は、1 ヶ月間、保存してください。 

 

 

問い合わせ・申し込み：水戸センター ＴＥＬ 029-291-8280   ＦＡＸ 029-291-8281 

意見書提出は 10/21締め切りです）

先日配布されている資料をもとに、組合員なら誰もが考えて意見を出せる機会です。 

なんだか難しくてよく分からない、という方も、関心のあるテーマだけでもＯＫです。  

５年後の自分の暮らしはどうなってる？ 地域や社会はどうなってる？ 生活クラブがどん

な生協になっているといい？そんなところから気楽に想いを巡らせてはいかがでしょう？  

身近な仲間とぜひテーマ・カフェを開催してみましょう♡ 

もりろんご自分ひとりの意見として意見提出用紙に記入・提出していただけます！！ 

 

 
日 時：10月 22日(土) １０：３０～１４：００  
場 所：水戸市南町自由広場 
組合員のフリーマーケット・生活クラブの仲間たちの出店・クリスマスリース作り・スタンプラ

リーなど 

＊試食やサンプルプレゼントなど生活クラブの紹介コーナーもあるので、ゲストさんも大歓迎！！ 

県央ブロック初！！ 生産者に会ってみよう 

未組合員限定企画です。ぜひコーヒー好きのお友達に教えてあげてください。 

生活クラブ加入１年以内の方は優先で未組合員のお友達とご一緒であれば参加いただ

けます。この機会にぜひお友達とお越しください。（限定２０名の受付となります） 

 

日時：11月 8日(火) 10：00～13：30   場所：シーズナルダイニング リブ 

参加費：500円 コーヒー&ランチ付き       



 

 

  

イベントには組合員でない方も参加できます。どうぞお気軽にご参加ください。 

〆切を過ぎた場合には、水戸センターまで電話または FAX でお申込み下さい。 

申込みはコピーや、紙にお名前、電話番号、参加したいイベントを書いて提出でも OK！ 

 

申込は裏面の 

申込用紙にて 

 
10/27（木） 煮込みハンバーグ・オーブで 

焼くハンバーグ&レアチーズカナッペ 

 

平田牧場の美味しいひき肉を使った簡単料理です。

大人数でも熱々をテーブルに並べられます。レアチー

ズカナッペは、ヨーグルト入りで酸味が爽やかです。 

混ぜるだけで美味しいデザートの出来上がり！ 

 

時 間：１０時～１３時  

場 所：水戸センター  

参加費：８００円 

持ち物：エプロン、お手拭タオル 

   託 児：エッコロでお預かりします。 

★お手伝いスタッフ ９時集合,13 時半解散予定 

 

 

 

 

今年の自主監査は、千葉県野田市の白菜キムチ生産者第一物産野田センターを訪問します。 

事前に、工場で監査する要点をしぼりますので、事前打ち合わせにもご参加ください。 

 なおこの企画は組合員限定です。詳しくは事前に配布したチラシをご覧ください。 

  

<工場視察> 日 時：11 月 18 日（金） 9：00～15：30 

集合場所：水戸センター（8：45 集合） 

参加費：無料 

 

<事前打ち合わせ> 日 時：１０月１８日（火）１２時～１５時 

         場 所：水戸センター 

参加費：３００円（ミニランチ代） 

 

☆申し込み締め切り： 10 月 14 日（金） 

 

★エッコロでお子さまをお預かりします。⇒⇒⇒⇒⇒ 

 

おおぜいの自主監査 

白菜キムチ工場視察＆事前打ち合わせ 

ビオサポキッチン 

（料理講習＆ランチ会） 
 

１１月１５日(火）ビオサポキッチン 

「クリスマス料理」 

 

１２月６日（火）ぱくぱくくらぶ 

「お正月おせち料理試食会」 

 

おたのしみに！ 

これからの予定 

水戸センター 

冬の展示会＆マルシェ 
 

 今年度最後の展示会が開催され

ます。げんき米野菜の生産者：丸エ

ビ倶楽部や豆腐の生産者：大月食品

など県内生産者のマルシェも充実

します。ご家族やお友達と一緒にぜ

ひご来場ください！ 

詳細は次月以降のブロックニュー

スやホームページをご覧ください。 

開催日：12 月 10 日(土) 

        11 日(日) 

お子さまの預かりについて 

 

水戸センターで、組合員ボラ

ンティアによるエッコロ託

児をします。 

昼食、飲み物、おやつ等をご

用意ください。 

お子様の安全のため、ご協力

お願い致します。 

 



 

 

  

♪秋のブロック企画ちらしまき♪ 
 

爽やかなはずの秋なのに、雨が多くて気が滅入ります。

そんな気分を吹き飛ばすべく、チラシまき第 2 弾です！！ 

みんなでウォーキングがてら、生活クラブチラシをポステ

ィングしませんか？ 今回はひたちなか市津田周辺に行き

ます。 

参加者にはランチ代補助あり♪ 身体を動かした後は、

楽しくランチしましょう～❤ 

 

日 時：10 月 24 日(月）10:00～12:00 

（１０時に集合）  

集合場所：お問い合わせください。 

 

小出裕章氏講演会 
 

日 時：10 月 15 日(土） 

場 所：ワークプラザ勝田 

 

生活クラブ県央ブロックは協賛

団体になっています。 

詳細は先日配布したチラシをご

覧ください。 

 

秋の衣類回収は 11/7～11 

目指せ！400㎏ 

新規登録者募集！ 10 月 21 日(金) 締め切り 

登録用紙配布   10 月 31 日(月)～11 月 4 日(金)  

衣類回収     11 月 7 日(月)～11 月 11 日(金) 

仕分け日          11 月 14 日(月) 

(参加申込み締め切り 11/11) 

＊仕分け参加者はランチ代全額補助！！ 

＊品目をよく確認して出しましょう。 

                ファイバーリサイクル実行委員会 

 

友部マルシェに出店します！ 
落ち着いた懐かしい感じの小原神社境

内でのマルシェ。 いろんな作家さんの雑

貨、おいしいもの、音楽などなど、、、 

ぜひ足を運んでみてください。 

 



― ひたちなか市組合員向けちらし配布されます － 

「おとしより相談センターに相談しましょう」 
 

生活クラブは、ひたちなか市と地域見守り協定を結んでいます。高齢者の生活をサ

ポートするために相談センターの案内等が掲載されています。今回はひたちなか市組

合員のみの配布になりますので、是非読んでみてください。 

 

 

 

♡♡『たすけあいホットライン』がスタート♡♡ 
          ～困った、誰かに助けてもらいたい！そんな時にお電話を～ 

１０月からたすけあいに関する電話相談がスタートしました。 

生活クラブには組合員同士のたすけあいのしくみ「エッコロ」がありますが、いざ困った！誰かに助

けてもらいたいと思っても、誰に相談すれば助けてもらえるの？ お願いできるの？・・・・ 

結局わからなくて諦めた。なんてことがないように、電話で相談してケアする人と繋いでもらえる 

『たすけあいホットライン』是非ご利用ください。 

 

イベント参加申込書 
組合員氏名[                 ] 電話番号[               ]   

↓参加希望されるところに☑をつけてください。                         

□ 10/18㊋ 
白菜キムチ工場視察（11/18）＆事前打ち

合わせ（申し込み締切り 10/14) □ 10/24㊊ チラシまき 

□ 10/27㊍ 
ビオサポキッチン（煮込みハンバーグ他）  

（申し込み締切り10/20) □ 11/8㊋ 

おいしいコーヒーのいれ方 

(未組合員、クラブ員 1年生対象) 

（申し込み締切り 11/1) 

□ 11/14㊊ 
秋の衣類仕分け （申し込み締切 11/11) □ 11/1㊋ 

クリスマス試食会 まち・水戸 

（申し込み締切り 11/25) 

□ 11/9㊌ 
消費材を知ろう シリーズ バスボム作り 

（申込締切 11/2） 
□   

＊託児希望：お子さんのお名前 （              ） 年齢（     才     ヶ月） 

 お子さんのアレルギー（ 有       ・ 無 ） 

＊会場までの送迎希望 （有 ・ 無  

＊ご記入いただきました個人情報については、本目的以外に使用致しません。 
  

毎日月曜～金曜までの朝９時から夕方５時対応 

電話  ０７０－３９３７－５００４ 
 

生活クラブ まち・ひたちなかは 

「ひたちなか市産業交流フェア」と同時開催の 
★11/5（土）『ハーモニーフェスタ』（男女共同参画推進）  〈パネル展示〉 

★11/5（土）・11/6（日）『消費生活展』   

〈コネコネせっけんで遊ぼう！せっけんクイズで固型せっけん GET！〉に出展。 

場 所：:ひたちなか市総合体育館 サブアリーナ 

＊ご家族で、お友達と、是非お出掛けください＊ 

★11/9（水）『消費材を知ろう シリーズ 2 重曹とクエン酸でバスボム作り』 

詳細は後日配布するチラシをご覧ください。 

  

 

生活クラブ まち・水戸 

「クリスマス試食会」 
 

★日時：11/1㊋10～12 時 

★場所：センターにお問い合わ

せください。 

★エプロンをお持ちください。

クリスマスケーキのデコレーシ

ョンにもトライ!!! 


