2019.7.15 運営委員会発行
茨城 HP

生活クラブ茨城 県南ブロック 取手センター☎0297-86-6800

2019 年６月末 組合員数：1,455 名（前月比－5 名）、利用高：2,987 万円（計画比 82.9％）

昨秋、春に続いて寒さ（プラス風雨）にちょっとため息でしたが、
今回は組合員外が多めな展示会でした。（生産者さんからも、ここは
立地がいいねえ、との声が！）
立て爪ダイヤのリフォームは 3 万円ほど、と聞くと高いと思う人
もいるけど、百貨店だと 10 万円はするのよね、とか、アロマの彩生
舎からは顔マッサージや電子タバコのお話までうかがい、目一杯吸収
した展示会でした。
また９月にお会いしましょう！！皆さんお疲れ様でした。
次回は 9 月 8 日（日）で～す(´▽｀*)
【上村由美】

真珠のネックレスの糸替えしてま
すか？ゆるくなってくるとその内
に切れてしまうかもって…。次回
持参してチェックするといいね。

山甚物産の枕がいいって聞いたので、
試枕？してみたら気に入って注文した。
なんと！半額だった（ラッキー！）
届くのが楽しみ～。
バルミューダの電気ケトルタイプの
コーヒードリップポットがあった！

第 36 回通常総代会終了しました
今回初めての試みの土曜日の開催。職員も参加ということで、初参加の職員は良い経験になったことでしょう。総代メ
ンバーも他ブロックの総代や職員との交流ができたと思います。中身も濃く、3 ブロック共に、質問・意見が活発になさ
れ、とても良い総代会でした。そして皆さんがとても前向きに、色々と考えてくれていることが再認識できました。
いつでもバトンタッチできると、安心しました！
【ブロック代表理事：千秋弘子】

2018 年度利用分量割戻領収書提出のお願い
お手元に水色の「2019 年 3 月末出資金材高通知書及び 2,018 年度個人利用分量割戻通知書」が届いていると思います。
8/30 までに押印し提出お願いいたします。班の方はまとめて提出してください。
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比較するのは某社のベーコン。何といっても見た目
が全然違います。とっても鮮やかなピンクです。裏の表
示をみると添加物がたくさん明記されてあります。本
来の肉に見た目をよくするための色を付け、味をつけ、
腐りにくくし、酸化しないように、の意味があります。

対する生活クラブのベーコンは非常にシンプル。
平田牧場の豚バラ肉を桜とオニグルミチップで燻製
にして作っています。化学合成食品添加物は一切使
用していないので、賞味期限は 3 日と短いですが、
見た目はまさに肉という感じです。

試食の際にはシンプルに焼いて食べました。そこでまた驚くことがあったのです。某社のベーコンは焼いても
油がフライパンに出ないのです。さらに食べると全員「味がすごく濃い！」
「しょっぱい！！」との声。生活クラ
ブのベーコンはフライパンに肉の油が出て、香りも味も美味！！野菜炒めやベーコン巻き、スープのだしにと、
一つ購入しておくと活用が広がるね！との話になりました。
予約もできるので便利です。まだ試したことのない方、ぜひご賞味ください！！
【滝沢寛子】

私の逸品
月島食品生産者交流会は、組合員のみなさんに「気になる生産者は？」
のアンケートを取り実現した生産者交流会でした。
大人気の生産者で、今回は牛久ブロックの組合員の参加もありました。
いつの頃からか、私はチョコレートを食べると肌荒れに･･･。しかし、
生活クラブのチョコレートでは肌荒れは起きず。その謎を知りたくて今
回参加しました。
月島食品さんによると、生活クラブのチョコはカカオバター以外の植
物油脂は一切使用していないピュアチョコレート。一方、市販のチョコ
レートには植物油脂や乳化剤（原料の大豆は遺伝子組み換えかも）が入
っているそう。この違いのどこかに体が反応しているのかも。なので今
後も生活クラブのチョコレートを安心して食べ続けようと思います。
【宮國真由美】
マーガリンに含まれて問題になっているトランス脂肪酸は、実はバター
にも含まれていて、その率はマーガリンの 10 倍になるそうです。生活ク
ラブのマーガリンはトランス脂肪酸に配慮されているので安心して使え
ます。
バターの風味を楽しみたい時はバターを、製菓・料理ではマーガリンを
使うといった使い分けをしていきたいと思いました。
【荒井純子】
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アーモンドの煮汁と杏仁リキュール
で杏仁の味をしっかり感じられてコク
があり、お店で出せるレベルのクオリ
ティです。
冷凍で届くので解凍して食べるもよ
し、半解凍してアイスみたいに食べて
も美味しい♪暑い時期のおやつにオス
スメです♪
来客時のおもてなしの一品にもなり
ます。皆さんに是非一度食べてみて欲
しいです♪
【星野律子】

組合員のみなさま、こんにちは。私は 5 人の子供を育
てながら理事活動をしています。会議やイベントの際は
エッコロ制度を利用して子供たちを預けて活動するので
すが、県南ブロックでは現在 4 名の方に託児をお願いし
ています。 ですが、もう少し託児をしてくれる方が増
えると助かります。
資格は必要無し、子供と遊ぶのが好きな方や新米理事を
助けてあげましょう！とおっしゃってくれる方は取手セ
ンター0297-86-6800 までご連絡をよろしくお願い
します。
【飯野舞】

欠けた普段使いの器の修理一緒にやってみませんか。
愛用の湯呑み茶碗やマグカップはふちが欠けたり、ひび
が入っても使い続けたい。「初めての 金継ぎ（初心者
必携）」を教科書に漆を使ってのんびりゆったり自分流
で楽しみませんか。金は高価なので使いませんが普段使
いなら十分だと思います。興味のある方ご一緒に！
【小蔵純子】
さまざまなテーマ（食・子育て・環境・健康・趣味 etc．）で
楽しく活動している 地域くらぶ
連絡先や詳しく知りたい方は
取手センター☎0297-86-6800 まで連絡してね。

親子でボランティアをしてみよう！

主食である米は安全であ
ってほしい！生産・流通・価
格などすべての素性が明ら
かになってほしい！

今では、カタログに載ってい
る野菜を当たり前に注文でき
ますが、約 20 年前は茨城単協
向けのカタログには大きな×
印がついていました。注文でき
なかったのです。
安全で新鮮な野菜が食べた
い私たちは丸エビ倶楽部と出
会ったのです。
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チャイ・スコーンをご用意します♪
どうして古着
を集めて仕分
けするの？

パキスタンの子どもは
どんな暮らしをしてい
るの？

自由研究の宿題にいいかも～♪

1 号ゆめひたち、2 号
コシヒカリの 2 種あるの
はなぜか。それは万が一
米に病気が発生したり、
天候の影響でどちらかの
収穫がおぼつかなかった
りなどの｢まさか｣の事態
に備えています。

１袋(５㎏)のお米を作るの
に畳６帖分の田んぼが必要。
１袋の注文で６帖分の健康な
田んぼが守られるのです。

ビオサポ基礎講座 開催します

丸エビ倶楽部が減農薬・有機
肥料にこだわり丹精込めて育て
てくれた米は、
「減農薬・無化学
肥料栽培」の認証を得ています。

「食べ物半・食べ方半分」をキーワードに生活ク
ラブ連合会と連携し、進めてきた健康的な食のデザ
イン「ビオサポ」
。
スタートから 6 年目県南ブロックのビオサポ活
動が先日の「ビオサポクッキング」から始まりまし
た。
今後はビオサポノートの活用した組合員を中心
に興味がある組合員と共に「チーム」結成し、活動
をはじめます。
まずは下記の通り基礎講座開催します。多くの組
合員参加おまちしています。

070-3937-5004
平日(月)～(金)

9～17 時

詳しくは後日配付のチラシをご覧ください。
【下川寿代】
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日時

イベント名／内容

会場

参加費

7/21（日）

10～12 時

まるごと茨城★茄子の収穫＆袋詰め体験

詳細は配付されたチラシで

7/27（土）

10～12 時

まるごと茨城★しじみ採り体験

詳細は今後配付されるチラシで

7/29（月）

10～12 時

新生酪農生産者交流会

取手センター

ファイバーリサイクル仕分け体験
7/30（火）

＆

9:30～12 時

取手センター

JFSA 交流会
7/31（水）

ビオサポ基礎講座

10～13 時

8/4（日）

16～20 時

取手センター

8 月は夕方からの開催です

10～14 時

ドコモ みらい平駅前店 キャラバン

8/8（木）

13 時～

「2019 年度地域活動基金」説明会

10～12 時

8/23（金）

10～15 時

8/31（土）

未定

毎月第 1 日曜日に開催ですが、

スタッフ募集！

8/5（月）

8/21（水）

TX 守谷駅前

「ふるさ都市もりや朝市」に初参加！

つくばみらい市陽光台 1-7-7-2
STATION TOWER TOYOSHIMA１階
取手センター

ライフプラン講座

取手センター

子ども向けマネーゲーム
取手郵便局 キャラバン

取手市西 2-37-1
レーベン守谷 THE BRIDGE

レーベン守谷 THE BRIDGE キャラバン

パーティールーム

スタッフ募集！

（守谷市松並青葉 1-1-5）

食肉学習会「鶏肉」に向けての事前学習会
9/6（金）

＆

10～12 時

取手センター

4～9 月新規加入者ウェルカムパーティー

☎0297-86-6800
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
組合員氏名

イベント参加 申込書

連絡先電話番号

一緒に参加の方のお名前

託児申込み

組合員/員外

組合員/員外

組合員／員外

組合員／員外

なまえ

（男・女）

なまえ

（男・女）

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

開催日

／

／

ｲﾍﾞﾝﾄ名

／

／

申込みは配達便のほか
右記の方法で♪

◆TEL 0297-86-6800
◆FAX 0297-86-6880
◆HP：組合員ﾒﾆｭｰ ｲﾍﾞﾝﾄ申込

歳

ヶ月

ｱﾚﾙｷﾞｰ（あり・なし）

歳

ヶ月

ｱﾚﾙｷﾞｰ（あり・なし）

https://ibaraki.seikatsuclub.
coop/event/application.html

※開催時の
１週間前まで

＊ご記入いただきました個人情報は、適切に処理し、目的以外には使用しません。
＊託児のキャンセルは、必ず連絡ください。

４

イベント
申込

