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商評委員 

おすすめ 

商品 
 

1月 3週 （2か月で 1回くらい） 

もったいない干物セット 160 398円（税込 429円） 

2品以上注文でお得！   378円（税込 408円） 

山陰沖で獲れた魚を室戸海洋深層水の塩で旨味を引き出した干物。製造時にできる頭が無い

物、腹部分が破れた物、皮が傷ついた物、小さいサイズが 2～3 種入ったお得なセットです。

臭みもなく美味しい干物です。家族でいろんな種類を味見し合って食べるのも楽しい。 

（商評委員会担当  靏蒔） 

 

1 月 5 週  月に 1 回生で届く「しまかの鮮魚セット」 1238 円（税込 1337 円）

は、特におすすめ。朝に仕入れてすぐに下処理（頭部・内臓・鱗除去）した鮮魚や旬の魚の切

り身が新鮮なまま届きます。 

お肉好きの家族が美味しい！と取り合って食べるほどです。 

＊11月にくらら委員会で「丸友しまかの鮮魚セット」を使った料理教室を開催しました。 

講師の島香さんのお話や、おすすめ料理法など次のよつ葉だより（1 月 13 日号）でご報

告しますので、どうかお楽しみに！！ 

産直委員会発 

茨城県古河市・どんぐりくらぶ高橋さんを訪ねました（11 月 26日）② 

訪問した産直委員が、原木しいたけのおいしいレシピをご紹

介します。 

 

レシピ 1 どんぐりくらぶの高橋さんオススメの食べ方

です                 （委員 石川） 

① 軸を切る。 

② 30 秒焼く。 

③ ひっくり返して焼き、水滴が 20 ケくらい出てきたら、食べ

ごろ！ 

 

レシピ２ しいたけのバターソース炒め  （委員 髙瀬） 

① しいたけは洗わず汚れをふき取る。石づきだけを切り取り、軸

ごと２つに切る。 

② フライパンになたね油を少々入れてなじませる。しいたけを

入れてバターを加えて弱めの中火で炒める。 

③ 火を弱めて、ウスターソースと醤油で味付けし、熱いうちにい

ただく。 

 

フライパンやトースターで焼いてください 

 

1月 3週  156  

丸友しまかの切り身セット（1回凍結） 

917円（税込 990円） 

岩手県宮古市場で朝仕入れた旬の魚を、その日のうち

にさばき、新鮮なままパックして急速冷凍しました。

（1 回のみ冷凍） 

しまかさんの熟練した目利きと職人技で、産地で食べ

るような美味しさを家で味わうことができます。 

2 切れずつ 3 種類入って小家族にも使いやすいです。 

流水で解凍しシンプルに塩焼きするだけで美味しい！ 

 

新商品紹介 

-------- 切る 

◇材料◇ 

しいたけ 12枚 

なたね油小さじ 1 

バター大さじ 1 

ウスターソース大さじ２ 

しょうゆ大さじ 1/2 

 どんぐりくらぶの原木しいたけは、「くらら」で毎週注文できます。毎日の食卓に、

栄養たっぷりの原木しいたけをぜひ取り入れてみてくださいね。（産直委員会） 
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参加してみませんか    P4 の共通申込書でお申込みください。 

 

       地産地消～よつ葉で育む いのちと未来～ 

秋山さんの里山で落ち葉さらいをしよう！ 
 

落ち葉さらいは、里山の環境を守り、よい土を作る

堆肥のためにも大切な作業です。 

秋山さんの野菜がおいしいのは、落ち葉の堆肥をた

っぷり使っているからです。落ち葉さらいを通して、

自然の恵みを循環させる営みを実感しましょう。 

作業でたくさん汗をかいた後は、雑木林の中でおい

しいお昼をいただきます。多くの方のご参加をお待

ちしています。 

日 時：2020年 1月 25日（土） 

10：00～14：00 

（受付 9：45～） 

会 場：グリーン研・秋山さんの里山 

（下野市町田） 

参加費：無 料     託 児：な し        

締切日：2020年 1月 11日（金） 

 よつ葉生協 組合員活動室  

須田 TEL 0120-07-1613 
 

よつ葉カフェ in 上三川・宇都宮 
 よつ葉カフェでは、私たちに欠かせない食べ物で気

をつけるポイントや、食の世界で起きている旬な情

報を知ることができます。そして、知らないうちに

今、確実に私たちの生活に影響を及ぼしている「香害

(こうがい)」を知ることのできるDVD「化学物質過

敏症 私たちは逃げるしかないのですか」を視聴し

ます。お昼はネオニコ不使用の野菜・有機野菜を使用

した食材で作ったランチを用意します。お気軽にご

参加ください。 

 

    【 上三川 】 

日にち：2020年 1月 24日（金） 

会 場：南河内公民館  

（栃木県下野市田中６８１−１） 

締切日：2020年 1月 10日（金） 

 

 

    【 宇都宮 】 

日にち：2020年 2月 7日（金） 

会 場：総合コミュニティセンター  

（栃木県宇都宮市明保野 7-1） 

締切日：2020年 1月 24日（金） 

 

  

時 間 10：15～13：00（受付 10：00～） 

参加費：無 料   

定 員：２５人   託 児：あり（無料） 

主催・問合せ：よつ葉生協 組合員活動室 須田 TEL 0120-07-1613 

 

上三川 

お茶をしながら「香害 110 番」DVD を 

一緒に観ましょう！ 
日常生活にあふれる様々な香り、化学物質過敏症の原因の 1つと

も言われています。香害について一緒に DVDを観て考えてみま

せんか？ 

日 時：2020年 2月 13日（木）10：30～12：00 

                 （受付 10：15～） 

会 場：上三川中央公民館 

（栃木県河内郡上三川町大字上三川 3970） 

参加費：無 料 

定 員：20人        

託 児：あり（無料） 

締切日：2020年 1月 24日（金） 

主 催：真岡委員会 

主催・問合せ：よつ葉生協 組合員活動室 須田  

TEL 0120-07-1613 

 

 文化イベント情報         ■お問い合わせは、直接主催者または連絡先にお願いいたします。 

 

 栃 木 

●イベント ピアニカの可能性は無限大！ 

      ピアニカの魔術師 
●日 時  2020年 2月 16日（日） 

開演 13：30（開場 13：00） 

●会 場  栃木市栃木文化会館大ホール 

（栃木県栃木市旭町 12－16） 

●チケット 前売 2500円  当日 2800円  （当日指定席） 

団体（5名以上）2300円（おやこ劇場会員は会費のみ） 

4歳未満無料 ※席をとる場合有料 

 

●内 容  おどろきこそひらめき「夢ある音楽会」 

      “大人のピアニカ”って知っていますか？低音から高

音までバランスの良いまろやかな響きが特長。大人

の皆さんも、子どもの頃に親しんだピアニカが“成

長”した姿と音を聞きにいらっしゃいませんか？  

●主 催  NPO 法人 栃木おやこ劇場・栃木市保育連合協議会 

●申込・問合せ  栃木おやこ劇場事務局内  

TEL 0282-22-7062  

○栃木おやこ劇場より「ピアニカの魔術師」のチケットを抽選で 

4名様にプレゼント致します。2020年 1月 10日（金）まで

に P4の共通申込書にてお申込みください。当選者のみ、お知ら

せいたします。 

 

宇都宮 

氣圧講習＆体験会 
氣圧を体験してみませんか？ 

健康維持に役立てましょう。経験豊富な先生に指導していただき

ます。 

日 時：2020年 2月 19日（水）10：00～12：00 

                 （受付 9：45～） 

会 場：清原地区市民センター 

（栃木県宇都宮市清原工業団地 15-4） 

参加費：無 料 

定 員：16人       託 児：な し 

締切日：2020年 1月 31日（金） 

主 催：宇都宮南委員会 

主催・問合せ：よつ葉生協 組合員活動室 須田  

TEL 0120-07-1613 

＊動きやすい服装（ジーンズ、スカート不可） 

 飲み物を持参してください。 

 お子様連れでも大丈夫です。 

 当落は 2月 6日以降に郵送いたします。 

 




