2019.9.16 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 8 月末 組合員数：1,441 名（前月比－1 名）、利用高：2,182 万円（計画比 76.8％）

猛烈な台風１５号が過ぎ去ってやってきたのは、台風一過の暑い日差しと組合員達のお楽
しみ企画

県南ブロック運営委員会では、秋は紹介をみんなで出して

生活クラブのある暮らしを広めていこうと決めました。
生活クラブの紹介は宣伝じゃありません！生活クラブがいいと思う気持ちを相手に伝え
るただそれだけ！誰でもできる簡単な事、でもそれがきっと一番大事！！
そして、県南ブロックとして活動のメインを、毎月第一日曜日に守谷駅前広場で行われて
いる

に絞って生活クラブを地域へアピールしていこうと決めま

した！みんな来てね！（会場で僕と握手！！サインも OK）

県南ブロック事務局次長

宮崎

本日、紹介キャンペーンチラシが一緒に配付されています！
紹介者プレゼントをチェックしてね♪
消費材プレゼントの 300 円補助もあります！

2019 年度 生活クラブ地域活動基金 9/20 申請締め切り
は、
人と人とのつながりを強くし、豊かな地域づくりのための活動を後押しする基金です。
地域の人たちと一緒に、住みやすい地域づくりをしていこうとするグループや団体の自発的な活動を
後押しします。社会貢献・自主性・地域性・継続性・運動性などの視点を持った活動を応援します。
●助成額 1 グループや 1 団体当たり、限度額 10 万円。
●申請受付締め切り
●申請用紙 申請の手引きや申請書が欲しい方はセンターにご連絡ください。
生活クラブ茨城の HP よりダウンロードすることもできます。
※詳細は、配付済みチラシやブロックニュース８月号をご覧ください。
またはセンターまでお問い合わせください。

１

水揚げされたするめいかを船内で一尾づつ急速凍結した

加熱用で売ってるものが多く、身が薄く、

高鮮度のものを「船凍するめいか」と言います。新鮮なので

味、歯ごたえ、触感共にイマイチ。魚屋さん

ワタまで利用できますし、身がしっかりしていて歯ごたえも

で生食用のものも売っていたので、さばいて

良く刺身で食べたら美味しかったです！他にはサッと炒め

食べてみると船凍するめいかのが断然美味

てバター醤油にしたり、ゲソは水分をとり片栗粉をまぶして

しかったです。

油で揚げて食べました。おつまみに最高です♪

丸和食品の「押し豆腐」を使った
・辛口カレールウ

￥350

・豚肉ひき肉

￥745

・鶏卵

￥248

❶ 丸和の押し豆腐を食べやすいサイズにカット
します。＆茄子や椎茸など

・北海道ミックスベジタブル

￥295

❷ ①に片栗粉をまんべんなくまぶします。

・レタス

￥214

・豆力・きぬ豆腐

￥182

❸ フライパンになたね油を引き、両面がこん
がりする色になるまで焼きます。
❹ ③を万能つゆにつけたら出来上がり。
※お好みで、ネギ、ショウガ、ミョウガなどの
薬味を入れるとさらに美味しいです。

洗濯用せっけん（針状）を
我が家では容器に詰め替えて
網たわしで食器洗いにも使用
しています。
泡立ち良いですよ！

9/8 の展示会＆まつりで好評だった
丸和食品のレシピより

２

8/21 マネーゲームに参加して

参加した子どもたちの感想

初めての参加でしかもシャイな我が子。案の定、
覗き込んだり指示通り動いたりで終っていました
が、
「たのしかったー！」との感想でした。
最近、お金の事に疑問が多かった息子ですが、お
金についてもっともっと考える機会を頂きました。
毎年参加するとゲームへの関わり方で１年の成
長を見ることができそうです。
【出野】

●社長としてがんばった。たくさん物を作って売った。
●がんばった。
●お金をためるには何をいつ買うかとかいつ何を売るかとかを
考えなくてはお金が足りなくなってしまうと分かりました。
みんなできょう力したからお金がたまったと思う。
●ぬるのときるのをがんばった。いっぱいつくれてうれしかっ
た。
●たのしかった
●バナナをうまく切るのが大変だった。ツリーをうまく切れな
かった。
●300 円で買えて 500 円で売れるクリスマスツリーや、300
円で買えて 800 円 で売れるバナナをたくさん作りまし
た。
（バナナツリー作戦？） ただ１人でがんばるだけでは
なく、チームで手分けしたりしてチームワークが大切だと思
いました。
●たのしかった
●バナナをぬるのが楽しかったです。

茨城県東海村にある東海第 2 原発。運転開始から耐用年数の 40 年が
経過したにもかかわらず、「20 年延長し再稼働する」と準備中です。
県知事は「県民の声を聞いて判断する」と言っていますが、実際に県民
の意向を示すデーターはどこにもありません。原発の存廃は県民にとっ
て大事な事柄です。再稼働に賛成か反対か県民投票で私達市民の意見を
はっきり意思表明しませんか。今、その県民投票をするための条例制定
に必要な署名を集める受任者を募集しています。希望があれば説明会や
学習会も行っていますので関心のある方、ちょっと気になる方は、取手
センター（0297-86-6800）小久保までご連絡ください。
いばらき原発県民投票の会 世話人：小久保

070-3937-5004
平日(月)～(金)

9～17 時

9/1「ふるさ都市もりや朝市」へ生活クラブブースが登場！
毎月第一日曜日に行われている「ふるさ都市もりや朝市」に参加してきました。今回はお肉がテーマ！
守谷の有名店が出店していたので、大変混雑していました。生活クラブのブースにも 150 人くらい来てくだ
さいました。一度に大勢並ばれるので、スタッフはお肉を焼いたり牛乳やジュースの試飲に追われて、生活ク
ラブをアピールする余裕がなかったのが残念でした。次回は組合員さんにも協力してもらえればと思います！
いろんななお店が出店しているので見て回るのも楽しいですよ。皆さんの参加＆協力お待ちしています。

３

日時

10～13 時

9/25（水）

イベント名／内容

会場

糸曼荼羅

取手センター

好きな色を選び規則的に糸を掛けると素敵な模様が出来
上がります。糸と色の幾何学の世界を楽しみませんか

地域くらぶ「クチュール」

参加費

持ち物は、糸切りハサミと
持ち帰り袋（20×20 が入る大きさ）

13～15 時

地域くらぶ「てんとう虫くらぶ」

取手センター

10/6（日）

10～14 時

ふるさ都市もりや朝市

守谷駅西口駅前広場

10/10（木）

10～13 時

材料費
お茶代込

700 円
100 円

庄内交流会の報告会
取手センター

冬ギフト試食会

布川ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

利根の集い 冬ギフト試食会

10～12 時

300 円

300 円

利根町大字布川 2958-1

10/15（火）
守谷久保ヶ丘郵便局キャラバン

10～15 時

10/16（水）

10～12 時

10/19（土）

10～15 時

守谷市久保ヶ丘 1-19-4

取手・龍ケ崎・守谷・つくばみらい合同
取手センター

冬ギフト試食会

300 円

利根町役場

子どもの夢づくりフェスタ

利根町大字布川 841-1
10/25（金）

10～12 時

10/27（日）

庄内交流会の報告会

牛久センター

10/10 に参加できない方はどうぞ！

牛久市猪子町 992-676
くりーんプラザ・龍

龍ケ崎市環境フェア 2019

10～15 時

龍ケ崎市板橋町 436-2
11/3（日）

10～14 時

ふるさ都市もりや朝市

守谷駅西口駅前広場

11/6（水）

10～15 時

守谷久保ヶ丘郵便局キャラバン

守谷市久保ヶ丘 1-19-4

11/8（金）

10～12 時

嘉倉豆腐交流会

取手センター

10～12 時

食肉学習会「丹精國鶏」

10～16 時

秋の展示会・シンボルツリー植樹

11/17（日）

10～15 時

秋の展示会

11/26（火）

10～12 時

JFSA 仕分け

11/16（土）

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
組合員氏名

連絡先電話番号

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）

取手センター

イベント参加 申込書

一緒に参加の方のお名前

託児申込み

取手センター

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

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

