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2019 年度活動テーマ ( 案） 「JOSO 食材でかんたん ・ おうちゴハン」

5 月 1 回 G
ゴールデンウィーク

W の

供給は通常通りお届

けします。

●注文書の配布 ・提出も通常通りとなります。

2019 年 4 月の予定

●生協基幹運営／地域活動 ・催し● ●提携 ・協同 ・連帯企画●

4 月ゴンタの丘 「常総っ子応援団」 は毎週木曜日に活動して

います。 試食会は 4月 25 日に行います。

4/20 （土） 歴史を学ぼう

4/24 （水） 定例理事会

4/25 （木） 東海第二原発訴訟　第 25 回口頭弁論

4/21 （日） 甲状腺エコー検診 in 流山

『春の一斉組合員討議資料アンケート』 提出ありがとうございました。

　アンケート提出は 478 名、 回収率 14% となりました。 ご協力ありがとうございました。

　集計をして春の懇談会にてアンケートによる組合員意見を報告させて頂き、 理事会、 職員内で報告、

回覧して行きます。 2019 年度方針ならびに総代会議案書に盛り込む作業をすすめていきます。

1. GWにお出かけで供給曜日に、GW明けの週の注文が出せな
い場合でも事前に電話、 FAX、 WEB にて注文が受けられます。

2. 飲料・雑貨・冷凍食品など取り置きできる商品は生協でお預
かりして、翌週お届けなど相談に応じて対応します。

3. 前日OK商品も通常通り供給日前日 17 ： 00 までに電話 ・ fax

にて対応しています。
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1 箱あたり

578 円 ( 税込 )1 箱規格よりも 20 円

お得です♪

今年のゴールデンウィークは 10連休。行楽にお出かけする方も、ご自宅でゆっくりされる方も、せっ
かくなら "美味しい食材 "をたくさん食べたい！そこで、ゴールデンウィーク (5 月 1 回・2 回 ) 限定で、
組合員の皆様から特にご好評いただいている 2品を特別企画にしてお届けします！どうぞお見逃しな
く !(^^)!　※今回の掲載している注文番号は 5 月 1 回の注文番号になります。

GW 限定品！　おすすめ商品のお知らせ

注文番号　405016番　特1,070円 (税込1,156円 )（通常税込1,436円）

★柏田中の完熟トマト＼ 2 箱組／

★岩瀬さんの＼黒豚祭り ! ／

＼最高クラスの肉質。 純血黒豚 !! ／

黒豚と呼べるのは、純血のバークシャー種同士をかけ合せたものだけです。何故、他の豚よ
りも高価なのか？という点では通常の豚よりも肥育期間が長く、身体も小さいためお肉と
して取れる量が他の豚よりも少ないからです。しかし、黒豚の肉質は全体的にやわらかく、

芳醇な肉質となっています。脂肪分も雑味が無く、 癖のないのが特徴です。

405017 番　焼き肉セット (ロース・バラ・モモ　各 200g　合計 600g)
　　　　　　　　　　　　　　　⇒特 1,389 円 ( 税込 1,500 円 )（通常税込 1,588 円）

405018 番　モモブロック 300g　630 円 ( 税込 680円 )

※トマトと

黒豚については特別注文チラシでも

ご紹介しております。

＼ご協力ください！／

GW中にも、野菜は天候に応じてどんどん成長します。柏田中の完熟トマトはこの 5月初旬

から最盛期に入ります。生産者の鈴木さん、寺田さんからも 「GW 中こそ、 たくさん

利用してほしい！」 とお声をいただいています。この期間に限り 2箱組で大特価とな

ります。いつも「おいしい」とたくさん利用してくれる常総生協だからこそ、GW企画として、

お得なお値段で皆様にお届けします！
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＼人も牛も健やかに／

昨年 7月に、念願の鈴木牧場牛乳をお届けを開始し現在多くの組合員さんにご利用いただいて
います。鈴木牧場では牧草を無農薬で作り、まさに今の時期 4月下旬～ 5月上旬の間に鈴木さ
ん家族総出で収穫します。産地見学会では、牧草を食べて「甘い！」と驚いた方も多いはず。
人も牛も健やかに―この感動をぜひ体感してください！

石岡鈴木牧場の乳製品 ・牛乳

料理酒 （蔵の素）

少量の使用で素材の持ち味

を引き出し、 料理に旨味とコ

クを与えます。

JOSO　春のおすすめ商品のご案内！

地元の契約栽培米とその米

で作った米麹を使用。

これを使えば料理の名

人 !? 料理研究者をはじめ、 プ

ロ料理人も御用達です。

注文番号　501 番　1,000 円 ( 税込 1080 円 )

＼料理酒で料理の味が変わる／

純米料理酒「蔵の素」は、純米酒と
同様の醸造法で醸される酒です。天
然の２０種類以上のアミノ酸、ビタ
ミンやミネラルを多量に含み、素材
の旨み成分や持ち味を引き出す最高
の料理酒です。
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●組合員と生産者と職員の広場●　

●カタログのどこに記載されていますか？

加工品等の原料に、遺伝子組み換え由来の
ものがどのくらい入っているかは、どこを
見れば分かりますか？GM対策済みなのか
1％未満5％未満の表示はありますか？カタ
ログのどこに記載されていますか？

（流山市　Y.Mさん）

ご意見ありがとうございます。
GMに関し、カタログ上の表示はまだでき
ておりません。メイン食材では不使用です
が、タレ等のレベルでは使用している場合
があります。例えばツナ缶の油などは不分
別です。今年度中にカタログには表示でき
るようにしたいと内部で検討中です。今し
ばらくお待ちください。

（商品部）

● 「大豆チップス」 に出会えて嬉しいです。

私が食べたくで買ったてみたのですが、主
人に好評でした！大豆の香ばしさとあおさ
のりの風味があと引く美味しさです。あと
味もさっぱり。ポテトチップスの様な大豆
のお菓子が食べたかったのでこの「大豆
チップス」に出会えて嬉しいです。

（取手市　R.K さん）

ご意見ありがとうございます。次回は 5 月

1 回カタログ本紙 317 番にて企画予定で
す。ぜひご利用ください。

（商品部：菅）

●弁天堂のザッハトルテがとてもおいしかった

です。

帰省した子どもたちにも（お土産で）持た
せたのですがそちらでも「とてもおいし
かった！」とのこと。甘すぎないのも良い
ですね。

（取手市　E.K さん）

ご意見ありがとうございます。現在企画予
定はありませんが、こうしたご意見を参考
に企画検討いたします。

（商品部：稲垣）

●ニッコーの揚げ茄子

茄子が好きな母親から茄子嫌いの
息子が二

人も産まれてしまい、悩んでいた
ところ、

ニッコーさんの揚げ茄子で作った
麻婆茄子

を出してみたら、とっても美味し
いとの言

葉とともに、おかわりの要求！こ
の日が来

るのを待っていた ( 笑 )。ニッコーさんに

感謝です。

（つくばみらい市　Y.Oさん）

ご要望ありがとうございます。5月
1回カ

タログ本紙 260 番にて企画しますのでぜひ

ご利用ください。
（商品部・稲垣）

●わけありはっさく

見た目は美しないものもありましたがたい
へん美味しくいただきました皮の綺麗なも
のでママレードも作りましたのでたいへん
お得でした！感謝します。

（松戸市　S.I さん）


