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【ものづくり ・ 人づくり ・ 地域づくり】 2017 年度活動テーマ　～地元のやさいを食べよう～

【2017 年 11 月の予定】
●生協基幹運営／地域活動 ・催し● ●提携 ・協同 ・連帯企画●

【定期開催の催事】
• 毎週木曜日につくば桜運動公園ゴンタの丘にて地域コミ
ニュティ活動中。

• ゆるカフェ 11 月は生協まつりの準備等で開催を検討中
• 毎月第 1土曜日にじょうそう朝市を開催しています。

★生協まつり実行委員会打ち合わせ （11/8 （水）、 22 （水））

11/6 （月） 脱原発とくらし見直し委員会
11/7 （火） 「私たちの暮らしと憲法市民講座
11/18 （土） 光風台まつり、 歴史を学ぼう市民講座
11/19 （日） まめいち
11/25 （土） 生協まつり
11/29 （水） 理事会

11/9 （木） 茨城訴訟団会議
11/11-12 （土、 日） 関西よつ葉連絡会交流会

　　　　　　　　

11 月 25 日（土）10：00 ～ 14：00 常総生協本部

生産者と組合員が交流できる年 1回の機会 !!
今年も昨年に引き続き組合員さんが実行委員
となって企画、運営を一緒に取り組んでいま
す。つくる人、食べる人、地域の皆さんが集
う生協まつり。
今回のまつりは「体験」、「キッズ」、「やさい」!!
新たな取り組みとして、「事前注文」を承り
ます♪※「事前注文」の詳細は次のページでご案内
していますので、ご覧ください。

28 生産者、メーカーさん、「乾物一座」の組
合員活動チームもブース出展して活動を紹介
していきます !!

2017 年度　常総生協

まつりに集まろう !!　

家族、お友達とごいっしょ
においで下さい！



2

ＣＯＯＰ　ＪＯＳＯ　ＮＥＷＳ　ＬＥＴＴＥＲ　2017　11-3

常総生協まつり解説～その 1～事前注文を始めます !! お見逃しなく。

●事前注文とは？

1.	 今年度生協まつりに出店する生産者、メーカーさんの協力のもと、事前に対象商品の注文を受けて、

当日引き換え場所にて受け渡すことができる様になりました。

2.	 対象商品は生協まつり事前注文特別価格にてご案内しており、 通常では生協のカタログに掲載され

ない商品 （まつり限定特別商品） もあります。

1.	 大前提で、 当日生協まつりで受け取りすることが原則です。

★当日天候により生協まつりが中止の場合と、 理由があり事前に来場できない申し出が

　あった方へは、 後日供給便にてお届けさせていただきます。

2.	 11 月 3、 4 回の注文書にて 「事前注文」 が受けられます。

3.	 11 月 4 回のお届け週（11 月 20 日～）にお届け明細に【祭り予約】商品名が記載されます。 又、

生協まつり当日の 「事前予約商品引き換え券」 を同時に配布致します。

4.	 生協まつり当日に事前注文受け渡しブースが設置されていますので、 そこで引換券を渡して、

商品を受け取り下さい。

★もし引換券を忘れてしまった場合は、 ブースにいる職員へお名前、 組合員番号もしくは

　電話番号を伝えて下さい。

★冷凍品のご注文がある方は、 ドライアイスペレットを入れてお渡ししますので、 マイバッ

　クでも保冷のできるバックをお持ちください。

5.	 事前注文での購入の支払いは月末の請求書の所でのお支払いになります。

●事前注文ルール

※注文は 11月 3、4回から承っています。注文用紙もしくはWEB注文にてご注文下さい。

【生協まつり事前注文イメージ】

11月3、4回の注
文書もしくはWEB
注文にて注文

生協まつりへ行
こう!!

受け取りブース
にて事前注文商
品を受け取り

■2017年生協祭り「事前予約注文品」リスト

生産者名 注文番号 事前予約注文品 規格

まつり事前注

文特別価格

（税込）

通常税込

520001
【祭り予約】岩瀬さんの黒豚ロース切身（祭り限定
商品です）

2枚200ｇ 500 通常企画なし

520002
【祭り予約】岩瀬さんの黒豚セット（祭り限定商品
です）

肩ロース200ｇ、バラ

200ｇ、小間切200ｇ
1,000 通常企画なし

2 塩屋 520003 【祭り予約】徳用　涸沼のしじみ（冷凍） 500ｇ 697 826
3 東町特栽米組合 520004 【祭り予約】2kg	水海道のめぐみちゃん 2ｋｇ 913 1,048
4 黒澤ライスサービス 520005 【祭り予約】2kg　黒澤さんのこしひかり 2ｋｇ 1,345 1,512
5 高橋徳治商店 520006 【祭り予約】いわしだんご 5個150ｇ 257 313
6 リアス 520007 【祭り予約】石巻一三浜産絆わかめ 110ｇ 324 389
7 コタニ 520008 【祭り予約】天然日高昆布（上浜三等品） 80ｇ 405 540
8 トクスイコーポレーション 520009 【祭り予約】北海道さけスモークサーモン 40ｇ×2 354 430
9 ニッコー 520010 【祭り予約】徳用北京餃子 18g×15 346 432
10 藤井養蜂場 520011 【祭り予約】アルゼンチン産はちみつ 1ｋｇ 1,453 1,728
11 ケイミー・オフィス 520012 【祭り予約】甘酒専用乾燥麹 500ｇ 842 950
12 片山 520013 【祭り予約】造り酒屋の甘酒の素 500g 497 594

13 創健社 520014
【祭り限定】さば味付缶+さば水煮缶セット（祭り限
定商品です）

190g（固形量140ｇ）×

2種
473 594

14 松永農園 520015
【祭り限定】青島みかんジュース１L（祭り限定商
品です）

1L 864 通常企画なし

15 せっけんの街 520016 【祭り予約】台所用粉せっけん萌 150ｇ 268 340
16 ハイム化粧品 520017 【祭り予約】クレヴァージェル 12ｇ 1,620 3,218
17 彩生舎 520018 【祭り予約】ナチュールアクアクリーム水の彩 120ｇ 2,484 3,078

1
ミートパル村山（岩瀬牧

場）
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11 月 3回のテーマは「発酵食品」という事で、乾物一座やキムチ講習会でも
お馴染み、発酵食品の伝道師・我孫子市の鈴木さんに、発酵食品の代表格で
ある麹（糀）を毎日の食卓に上手に取り入れるおすすめレシピを伺いました。
数あるレシピの中から、カタログ２ページでは『鈴木さんの一押しレシピ』
をご紹介しています。麹を使って手作りできる調味料、塩麹・しょうゆ麹を使っ
た簡単＆絶品の料理はどれも甲乙つけがたい逸品。気温も下がり、体調を崩しやすい時季ですが、発
酵食品を毎日の食卓に上手に美味しく取り入れて腸内環境を整えて免疫力をUP。皆さん健康に過ご
していきましょう。

商品部よりお知らせ

鈴木牧場産地交流会募集 !! まだまだご参加いただけます。 是非この機会に！

常総生協組合員の長年の想いが来年にはようやく形になる予定です。来年 6月の総代会にはお披露目
できるように準備を進めていきます。今後、殺菌温度や量目などの決定に当たっては出来る限り多く
の組合員の皆さんのご意見をいただきながら決めていきます。鈴木牧場のファンの方、まだ鈴木牧場
の商品を利用された事が無い方、一人でも多くの方に鈴木牧場の事を知ってもらいたいと思います。
多くの事を学んで楽しめる貴重な機会ですので、ぜひ現地に実際に足を運んでみて下さい。

（担当職員　丸山）

日時；① 2017 年 11 月 11 日（土）　　　　 10 時～ 12 時

　　　② 2017 年 11 月 16 日（木）　　　　 10 時～ 12 時

定員；各 15 名程度　※応募多数の場合は抽選となります

場所；鈴木牧場　茨城県石岡市大砂 10383-1

※現地集合・現地解散ですが、送迎も検討します

キリトリ

鈴木牧場　産地交流会に参加します !

※〆切は開催の一週間前までとなります。後日担当者からご連絡して詳細を打ち合わせ致します。

お名前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組合員番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　

参加人数　　　　　人　　電話番号（連絡のつきやすい番号を記入して下さい）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

☆参加できる日程に〇をつけて下さい。
（　）2017 年 11月 11日（土）　　　　　10：00～ 12：00
（　）2017 年 11月 16日（木）　　　　　10：00～ 12：00

★牧場までの交通手段に○をご記入ください
（　）自家用車
（　）送迎希望　※後日、ご連絡させていただきます　　　　　　　　　　　　　　　　

★WEBからでも申し込みでき
ます。（HP＆ Facebook に掲載
しています）
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仲間づくりをみんなで取り組みましょう !! （常勤理事矢島）

〇 11 月からの「今だけセット」がリニューアルされます。

新規加入者＆紹介組合員が利用出来る、「はじめてBOOK」「今だけセット」。「今だけセット」の「シー
ズンセット」は 2ヵ月に一度、商品がリニューアルされます。11月からの「シーズンセット」は【冬
のあったかメニューセット】です♪是非、お友達へ伝えるキッカケとして話題に出してみてください。

～【冬のあったかメニュー】に入っている商品の案内～

商品名：おでん種セット
（商品説明）
国産の無リンすり身を使用し、魚の旨味
を追及したおでん種セットです。だしが
スープに溶け込み、絶妙な味わいを引き
出します。

商品名：天津包子（肉まん）
（商品説明）
国産小麦粉に生クリームを練りこみ、じっ
くり醗酵させた皮で、肉と野菜をたっぷ
り包みました。

商品名：造り酒屋の甘酒のもと
（商品説明）
原料は米と米麹のみ。酒造好適米「ひ
だほまれ」を 100％使用した濃厚な甘
みが特長。冷やしても、温めても。

☆★期間限定（12 月末まで）★☆ 

■シーズンセットシリーズ【冬のあったかメニューセット】 

通常価格よりも 35.8％ OFF!! 

通常 1,868 円（税込）がキャンペーン価格 1,200 円（税込）
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