2019.10.14 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 9 月末 組合員数：1,438 名（前月比－3 名）、利用高：2,917 万円（計画比 94％）

～農業生産法人㈲王隠堂農園～
9 月 26・27 日の二日間、産地研修に行ってきました。
今回訪れたのは、梅干しなどでおなじみの奈良県の生産者「王隠堂」さん。
王隠堂って、苗字ってご存知でした？
（書ききれないので気になった方はご検索を）
梅の天日干し（3 日間程）

梅の産地といえば和歌山を思い浮かべる方が多いと思います。
55～60℃（夏場）のビニール
ハウス内での作業
和歌山の梅はふっくら肉厚ですが、奈良の梅は身がしまっている。
どうしてかというと！
和歌山の梅は平地で栽培されていて、梅の木の下にシートを敷き詰め完熟梅が落ちてくるのを待つ。
奈良の安納梅林は山にあり傾斜がきつくシートが敷けないので、一つひとつ手捥ぎで収穫。
梅は生育が早いので成熟前に取らないと落ちてしまう。だから奈良の梅は身が引き締まっています。
収穫した梅はビニールハウスで天日干しされ白梅になり、生活クラブ用に漬けられ、
最後に国産のシソで色付けされています。
何かあった際にすぐに原因追及できるように、
生活クラブの梅は全て番号（ロット）管理されていました。
梅のほか、柿・温州みかんのお話しや
王隠堂 42 代目「王隠堂 誠海さん」の伝説など
このスペースでは伝えきれないので
配達でお会いした際にぜひお声掛けを！
【宮﨑翔介】
王隠堂で栽培している
シソで色付けられた梅

梅を漬けている
取り出すのは大変な作業
スクワット並み
3 ㎏×1,800 回（1 日）

9～11 月は、組合員みんなで仲間づくり！

紹介キャンペーンを最大限に活用しましょう。

070-3937-5004

紹介者プレゼントもチェックしてね♪

平日(月)～(金)

（盛りだくさん）
消費材プレゼントの 300 円補助もあります。
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9～17 時

秋ですね～。新米の季節です！というわけで、

は茨城町の生産者『丸エビ倶楽部』

今回の消費委員会では『生活クラブ茨城』のお米

の皆さんが作ってくれるお米で、茨城の組合員し

の

か購入できません！

と

を

は減農薬栽培米で

いただきました。どちらも炊飯中に良い香りがし

種もみは温湯消毒なので食べる人にも環境にも優

て委員会の最中にお腹が鳴りました。

しい栽培方法で作られています。

は、口に入れると“粘り”と

みんなで

“ふっくら感”があり、冷めても美味しくいただ

を食べて安心・安全な田ん

ぼを守っていきましょう！！

けました。なので、ゆめひたちはお弁当に適した
品種です。

注文は茨城カタログをご覧くださいね。
は、口に入れた瞬間に強いお米

また、分からないことがありましたら取手センタ

の香りと旨味を感じました。さすがコシヒカリと

ーまでお気軽にお問合せください。

いった感じです。

【消費委員会：飯野】

9/6 鶏肉事前学習会
＆ウェルカムパーティー報告
１１月１６日（土）に行われる鶏肉学習会に向けて、鶏肉につい
て DVD を観て学ぶ学習会と、新規加入者さんいらっしゃいの企画
「ウェルカムパーティー」を取手センターで行いました。
この日は生活クラブ連合会から講師をお招きして講和をしてもら
い、DVD 鑑賞の後にはチキンナゲットの試食と参加者同士でお気
に入りの消費材についてお喋りをして盛り上がりました。

私の逸品

嘉倉さんちのおいしい油揚げ
【龍ケ崎：升井幸子】

生活クラブ茨城での取り組みが始まって 19 年あまりになります。
・国産大豆 100％（新潟産大豆、エンレイ種）
・消泡剤不使用
・沖縄産の海水にがり使用
・水は地下水使用（この岡見の水に惚れて豆腐店をオープン）
・防腐剤・塩素不使用
・揚げ油は、生活クラブの「国産ブレンドなたね油」
・価格 192 円（税別）この中身では、お安いですよね

・素焼きして生姜醤油で
・煮物（葉物や根菜類とともに）
・汁物（味噌汁、豚汁、うどんなど）
・炊き込みご飯

だから！超安心、安全、ゲノムに無関係！！
市販品と違って油臭さがなく、
ぜひ市販品と比較してみてください。
とにかくよ～く出汁が出て大活躍しています。
木綿豆腐・絹豆腐・厚揚げ・がんも・いなり用油揚げもありますよ。
そんなわけで、
我が家では毎日なくてはならないものです！
我が家では、毎週 2～3 袋注文して、冷凍し常備しています。

２

9/21 「まるごと栃木」 に参加してきました！

【南部節子】

栃木の牛乳工場には行ってみたいと思っていました。丁度タンクローリー
が入ってくるときに出会い、丁寧に検査されているのも見ることが出来ました。
それにしても牛乳のリュース瓶が全く違う他所のものが混じって入ってきて
いることには驚きました。また肉牛の飼料用の稲をぐるぐるミイラのように
巻くところも初めて見ることができました。

9/8 秋まつり＆防災出前講座＆展示会 報告
９月８日(日)に増税前の展示会を一日限りで開催。台風接近で天候
が悪くなるかもと不安でいっぱいでしたが、開店後に少し降っただけ
で済みました。スタッフも大勢集まり嬉しい悲鳴も！
大人も子どももワイワイとにぎやかな昼食は格別でしたね♪
カレーに鶏のから揚げ。丸和さんのがんもご飯も楽しみのひとつに。
木のおもちゃのプラントイ

でご丸
流飯和
行は食
っ組品
て合の
ま員が
すのん
。中も

取手市防災出前講座も同時開催！
「避難所にはいくつかの種類があ
り、必ずしも市の職員がいるとは
限らない」にちょっと驚きも。
バッグのアフロディーテ

メガネのアイ・メイト

11 月 16 日（土）
11 月 17 日（日）
恒例の丸エビ倶楽部野菜

靴のパラマウント

後日配付の
チラシを見てね
♪

地域くらぶや地域からの参加もあり
ました。台風の影響でお子さんの参加が

展示会の
会計担当
でした。
高橋

少なかったですが、来られた方は楽しん

展示会スタッフ＆出展された皆さん
その節はありがとうございました。
【展示会実行委員会：上村】

でいただけたでしょうか。
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日時

10/23（水）

10～12 時

イベント名／内容

会場

靴の「パラマウント」

取手センター

参加費

木のおもちゃの「プラントイ」
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 に参加できなかった方はぜひ！

牛久市猪子町 992-676
くりーんプラザ・龍

10～15 時

龍ケ崎市板橋町 436-2
10/30（水）

10～12 時

10/31（木）

10～12 時

地域くらぶ「てんとう虫くらぶ」

10～12 時

100 円

取手センター

300 円

みらい平ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ

親子で参加できます！

11/2（土）

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」

材料費

持ち物は、糸切りハサミと
お茶代込
持ち帰り袋（20×20 が入る大きさ） 1,000 円

11/3（日）

10～14 時

守谷駅西口駅前広場

11/6（水）

10～15 時

守谷市久保ヶ丘 1-19-4

11/6（水）

10～12 時

11/8（金）

10～13 時

11/13（水）

10～12 時

取手センター

地域くらぶ「てんとう虫くらぶ」

取手センター
折り紙で自分だけの「はらぺこあおむし」を作ろう

取手センター

300 円

地域くらぶ「てんとう虫くらぶ」
10～12 時

11/16（土）

10～16 時

取手センター

10～12 時

11/17（日）

10～15 時

11/22（金）

13:30～

県南ﾌﾞﾛｯｸ後援

16:00

㏌
講師：楾 大樹氏「檻の中のﾗｲｵﾝ」著者
親子で参加できます！

11/25（月）

10～12 時

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」
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
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

取手ウェルネスプラザ

資料代込

セミナールーム AB

500 円

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

組合員/員外

組合員/員外

組合員／員外

組合員／員外

◆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）

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

歳

ヶ月

ｱﾚﾙｷﾞｰ（あり・なし）

なまえ

（男・女）

なまえ

（男・女）

◆FAX 0297-86-6880

※開催時の
１週間前まで

材料費

お茶代込
持ち物は、糸切りハサミと
持ち帰り袋（20×20 が入る大きさ） 800 円

＊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

