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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 
本紙は1ヶ月間保管してください。 

 

県央Ｂ８月末組合員数 
水戸   ：939 
ひたちなか：488 
笠間   ：101 
那珂   ： 98 
東海   ： 44 
その他  ： 66 
合計   1,736名 

 

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

涼しい風と虫の声が心地よい、実りの秋ですね。黄金色に輝く稲穂が風に揺れる季節ですが、台風15号の

強風にげんき米の体験田も稲が倒れてしまいました。倒れた稲はすぐに刈り取らなければならず、楽しみ

にしていた稲刈りも今年は中止になりました。自然と共存した農業は自然の恩恵と災害どちらも切り離す

事が出来ないものです。 

・倒れて濡れた稲をそのままにすると3日ほどで

発芽してしまうため、急遽生産者の皆さんがコン

バインで稲刈りを行いました。 

組合員の要望に応え、減農薬で安心安全な野菜を生産する為の努力が、 

自然の脅威により一瞬にして崩れてしまいます。 

＊今回の台風15号でハウスが倒壊し野菜の
被害も大きくなっています。 
＊トマトは支柱ごと倒れ、発芽したばかり
の大根や、定植したブロッコリーも植え直
しです。 

まるごと茨城 田んぼの学校 
げんき米稲刈りは、台風の影響により
中止になりました。 

田んぼの学校 

  
「まるごと茨城」は地元の生産現場を見学・体験
し生産者と組合員が交流する企画です。 

台風の一週間前 
7月の日照不足で稲の生育が心配されま
したが、8月の猛暑でぐんぐん成長し、
黄金色の稲穂が風に揺れていました。 

収穫間際の作物の被害や苗の植え直し作業など、生産者の皆さんは組合員に

安心安全な野菜を届けるための努力を続けています。 



生産者の塩屋さんに美味
しいしじみの食べ方を教
えていただきました！ 

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。 

イベント当日の様子は、後日生活クラブ茨城ＨＰの「イベント報告」でご覧になれます  
生活クラブ茨城ＨＰではカラー版の県央ブロックニュースが毎月配信されています。 

生活クラブ茨城HP用 

消費委員会より 

みずうみの学校 

  

当日のお天気は生憎の雨。現地に集合したものの地曳き網ができるかも
危ぶまれましたが、濡れてもよければ雨でもできるとのことで全員一致
で決行。海に移動すると雨も上がり、事前に船で幅30mの網を張って
くださっていたものを全員で綱引きのように引っ張ります。引き潮でか
なりの重労働でしたが、引いた先には20cmから50cm近いたくさんの
魚たちが。鯖やスズキ、カレイ、蟹、海老、フグやクラゲ。 
親子で参加させていただきましたが、たくさんの生き物に触れとても楽
しくいい経験をさせていただきました。ありがとうございます。 

（ひたちなか Y . Y） 

しじみとり体験7/27 

地曳網体験８/３０ 
子供達に茨城の近海に住む魚を知って欲しいと塩屋さんが企画して
下さいました。漁船で仕掛けた網を50人で力いっぱい引きます。 

〔参加者の声〕 

茨城カタログでお馴染みの【涸沼大和しじみ】。 
年に6日のしじみ漁解禁日に合わせての開催です。 
自然豊かな涸沼でしじみ漁を楽しみました。 

水の中で足元の泥をすくい取り、 
しじみを探します。 
冷たいしじみ汁で塩分・水分補
給しながら、1時間で1kg以上の
収穫。 

涸沼はラムサール条約に登録されています。 
海水が流れ込む汽水湖の涸沼は大和しじみの
生育に適しています。 

採ったしじみは冷蔵庫で2〜3日寝かせると旨味が
増します。 
(消費材のしじみも、このように旨味が増したしじ
みを冷凍する事で更に美味しくしています。) 

大きな貝は5年
で4cmほどに
成長します。 

蟹は美味しい 
カニ汁に！ 



環境委員会より 

たすけあい委員会より 

💛こんな時にエッコロでお願いしました💛 
～東海の組合員Mさんから「ありがとう」のエッコロ
事例をうかがいました～ 
 
車の運転をしないので東海駅までは自転車。水戸セ
ンターでのイベント参加のとき、参加申し込み時
「乗り合わせ希望」を書き添えています。 
 
イベント企画者やエッコロコーディネーターに、勝
田駅や水戸駅近くから参加する組合員さんと繋いで
もらい、最寄り駅まで電車で向かってそこから車に
乗せてもらいます。赤塚での珈琲生産者交流会にも
エッコロ乗り合わせで参加することが出来ました。  

エッコロ事例集 

使いやすいエッコロを 
目指して毎月事例を 

紹介します。 

はたけの学校 

  ごま日記 

いよいよ収穫間近になってきました。今は、大人の背丈ぐらい
になり、茎に3㎝ぐらいのさや（⁉）をたくさんつけています。
畑のわきには、ビニルハウスが設置されました。刈り取ったご
まはハウスで乾燥させます。海老澤さんから「ごまの顔色と、
天気の様子を伺いながら、収穫量が一番多いときを判断し、刈
り取る。」と話がありました。まさに、自然との闘いですね。
たくさんのごまが収穫できますように。（水戸 J . K ） 

小さなゴマの粒、 
見えるかな？ 

海老澤さんの背丈 
より大きい！ 

≪この作業レポートのあと台風15号通過後の畑では、ゴマチーム
のメンバーが連日早朝から懸命に刈入れの作業を行い、無事収穫が
終了しました。このブロックニュース配付直前の週末に、収穫した
ゴマを乾燥させ、脱粒という作業を実施する予定です。ゴマチーム
のみなさん、海老澤さん、本当にお疲れ様でした！≫ 

消費委員会より 

《託児のルール》  
☆参加をキャンセルする場合必ず前日の17時までにお電話ください。当日のキャンセルは午前8時30分までです。 
☆当日お子さんとケア者の顔合わせがありますので、託児のある方は必ずイベント開始１５分前までに来てください。 
☆ケア者(組合員)はエッコロで見つけます。ケア者は専門家ではないので、お預かり中対応できなくなった場合はお子さんを保護
者のところに連れて行くことがあります。 

☆水戸センターでの託児は限定５人です。限定数を超えた場合主催者から事前に連絡をしますので、「たすけあいホットライン 
(℡ 070-3937-5004)」で、個人宅での託児ケア者を探してください。 

茨城単協Twitter 
フォロー＆拡散よろしくお願いします！ 
アカウント→@seikatsu_ibarak 
ツイッターHPかアプリ内検索で 
「生活クラブ茨城」と検索していただく 
か、右のQRコードをお使いください。 

エッコロや日頃困ったときの相談窓口 

「たすけあいホットライン」 
☎070-3937-5004 までどうぞ！ 

月曜日～金曜日 午前9時～午後5時 

収穫されたゴマ↑ 
乾燥・脱粒作業のビニールハウス↓ 

最近、よく聞くようになった「5G」（ごジー、ファイブジー） とは、第5世代移動通信システムの略称です。
２時間の映画のダウンロードが３秒でできるとか、IoT、車の自動運転、遠隔医療、「ｅスポーツ」への活用でも
おなじみになりつつあります。しかしコインに裏があるように、その危険性に警告を発する人もいます。わたし
個人は、危惧しています。なぜなのか。どこが問題なのか。一緒に学びませんか？どのようにとらえるかは個人
の判断にお任せします。わたしたちの身の回りにある「もやもやした不安なこと」を取り上げて、情報を共有で
きればと思います。顔を出してもいいかなと思われる方、参加しやすい曜日や時間帯をお知らせ下さったら、環
境委員会で調整をいたします。どうぞよろしく！ （環境委員 M . I ） 
 
※参加ご希望の方は、イベント参加申込書に開催希望曜日などをご記入ください。 

「５G」の学習会しませんか？ 



※イベントには組合員でない方も参加できます。お気軽にご参加ください。注）地：地域くらぶ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ リ ト リ 

水戸センター行き                    イベント参加申込書 

◆参加希望イベント名  

◆５G学習会 開催希望曜日他  

お名前： 組合員コード： 電話番号： 

〔託児希望の場合〕 お子様のお名前：                   （ 男 ・ 女    才   ヶ月） 

参加されるお友達のお名前： 電話番号： 

〔託児希望の場合〕 お子様のお名前：                   （ 男 ・ 女    才   ヶ月） 

※複数のイベントに参加希望の方は、下記のいずれかの方法で申し込んでください。 
・右のＱＲコードから申し込む 
・直接センターに電話して申し込む            
・この申込書を必要枚数コピーして申し込む       

※託児、乗り合わせの申し込みはホームページかこの申込書でお願いします。 

イベントカレンダー＆申込書 
 

※ご記入いただきました個人情報は、生活クラブの活動 
以外には使用致しません。 

 

 日 時 イベント内容 託児 場所・参加費  主催・備考 

10 月4日(金) 

10時～12:30 
豚肉‼平田牧場大生産者交流会‼ ☆☆試食多数☆☆ 

生活クラブ自慢の豚肉の美味しさを徹底解明！  

限定 

5名 

水戸センター 

500円 

消費委員会 

10 月4日(金) 

10:30～ 

12:30 

福島第一原発事故から学ぶ広域避難のこと  みんなで考え

てみませんか？ 紙芝居「浪江消防団物語 無念」「見えない雲の

下で」も上演します 

無 東海村中丸コ

ミセン/500円

(資料代) 

地「原子力防

災を考える

会」 

10 月7日(月) 

10時～12時 
県民投票学習会 私たちの思いを県政に届けるためには？ 要 

相談 

水戸センター 

無料 

運営委員会 

10 月9日(水) 

11時～16時 
｢稽古場 風｣９の日キャラバン 生活クラブ食材の試食・試飲

があります。お友達を誘って遊びに来てくださいね 

無 水戸市新荘 3

丁目/無料 

県央ブロック 

拡大戦略会議 

10月11日(金) 

10時～12時 
荷受け café in ひたちなか 普段困っていることなどはありま

せんか？お茶を飲みながらゆっくりおしゃべりしたら解決できるかも？ 

無 市毛コミセン

無料 

たすけあい・

福祉委員会 

10月16日(水) 

10時～12:30 
第 2 回ウェルカムパーティー～生活クラブへようこそ～  
7～9月加入の方対象。組合員でないお友達と一緒に、前回参加で

きなかった方、の参加も大歓迎！消費材を使った料理の試食あり 

限定 

5名 

水戸センター 

無料 

運営委員会 

10月17日(木) 

10時～12時 
片岡輝美さんのお話を聞く会～福島の今を語る～ 
参加費：300円(資料代) 

無 ひたちなか市 

ふぁみりこらぼ 

地｢未来の風

いちから｣ 

10月21日(月) 

13時～15時 
荷受け café in 水戸 普段困っていることなどはありませんか？

お茶を飲みながらゆっくりおしゃべりしたら解決できるかも？ 

無 桜川市民セン

ター/無料 

にべるの会 

 

10月25日(金) 

10時～12:30 
家庭で作る餃子の次に美味しい生活クラブの餃子！！～

美勢商事生産者交流会～取組のある餃子がほとんど試食できます 

限定 

5名 

水戸センター 

500円 

消費委員会 

10月31日(木) 

10時～12:30 
みえぎょれん販売生産者交流会(仮称) 一度食べたらリピーターに

なる「伊勢のり」。出汁に使う煮干しはどれでも同じ？ 答えは交流会で 

限定 

5名 

水戸センター 

500円 

消費委員会 

11 月8日(金) 

未定 
庄内交流会報告会(仮称) 山形県庄内地方の生産者を訪ね交

流してきた組合員のみなさんによるお話 

限定 

5名 

水戸センター 

未定 

運営委員会 

11月13日(水) 

未定 
まるごと茨城 もりの学校「ペレット工場見学会」 無  単協 

消費委員会 

11月15日(金) 

10時～1２時 
｢福島の子どもたちとつながる茨城保養の会」の鈴木さん

のお話を聞く会 茨城で福島の子どもたちへの保養活動を行っ

ている方のお話 

無 水戸センター 

無料 

地「暮らしを見

直すお茶会」 

11月19日(火) 

未定 
クリスマス用消費材の試食会(仮称)  限定 

5名 

水戸センター 

未定 

消費委員会 

11月30日(土) 

12 月1日(日) 
冬の大展示会(仮称)  無 水戸センター 

無料 

展示会 

実行委員会 

 

 

 

《託児ルール》は3面です 


