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ふれあいまつり 
 

in くらら 
 

       ～１1月 3週～ 

小山産直グループ 

二代目若手を中心に、地産地消を強力に進めています。 

季節の野菜を露地栽培し、お互いに協力しながら出荷して

いる仲良しグループ。ふれあいまつりを最初につくりあげたのが

お父さんたちです。 

わたなべ養鶏所 

親子三代にわたってよつ葉生協に卵を出

しています。餌を地元でまかなう努力を

し、遺伝子組み換えのコーンは与えませ

ん。卵を産み終えたお母さん鶏は、セント

ラルフードでひき肉にしています。 

愛知県産 

しらす 

食べ比べセット 

しらす、かまぼこ、魚介を紹介。今回新し

く企画したしらすセット。おでん種も豊富。

リン酸塩不使用で原料の味で旨味を出

しています。おせちでも欠かせない存在。 

タカショウ 飛鳥食品 

代表の高宮さんの思いは尽きることがあり

ません。戦後、中国に残された日本人の

帰国が続き、言葉などの壁を越えて自活

できるように、中国料理の飛鳥食品を創

設しました。中国の家庭の味を厳選した

国産原料でつくり続けています。 

２１世紀コーヒー 

よつ葉生協との付き合いは長く、親子二

代にわたりコーヒーなどを取り扱っていま

す。真面目で安全にこだわり、商売ベタ

な先代を息子さんが受け継いでいます。  

品質で勝負です。 

富有柿 

奈良、和歌山県を

中心に、果物、野

菜を栽培している農 

業団体。全国の生協での扱いが多く、梅

や柿の加工にも力を入れています。

2011.3.11 の放射能問題で、「お母さ

ん応援セット」を提供してくれました。 

城山うどん 

昔ながらの製法で乾麺をつくっています。

お中元、お歳暮用でも重宝しています。

生麺も、佐野ラーメン風麺、生うどんはコ

シが強く味わいがあり、平太うどんは冬季

限定品。煮込みにぴったり。 

大紀コープファーム 

ジャンボたまご 

（つがのさくら） 
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675 飛鳥の手作り 

ミニ肉まん 
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いつもの珈琲 

粉 

いつもの珈琲 

豆 
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北海道鈴丸 

大豆 100％使用 

大谷石室熟成納豆 

 

もめんとうふ 

豚挽き肉 バラ凍結 

砂糖不使用生乳 

100％のむヨーグルト 
すしおぼろ 

（桜でんぷ） 

笠原産業 ト―エー食品 

国産小麦が原料のノンカップ麺は、種類も

多く選ぶのが楽しい。地方の特色を生かし

たインスタントラーメンは昼食にぴったり。カ

ップラーメンがまだまだ多い中で、環境問

題を考えて作っています。 

ノンカップ麺 

中華そば飛騨高山ラーメン 

雑穀をはじめ、関東の地場産物の発掘

をしています。JA 足利が栽培しているゆ

ずは、両毛酪農のヨーグルトにも入ってい

ますが、今回は果汁を紹介。冬に向けた

鍋料理にぴったりです。 

栃木県の精麦工場で、 

ほぼ全域をエリアにして 

います。パンからうどんまでの粉を一手に

引き受けています。パンを手作りしたい方

はチャレンジを。乾麺も作っています。  

ふれあいまつりはすいとんを提供。 

   ゆめかおり 

（パン専用小麦粉） 

栃木商店 

芳賀の循環米 

コシヒカリ 
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循環システム研究所 

芳賀町で生産、消費の循環を通して、堆

肥にするプラントをつくり、システム化。ドンカ

メさんの愛称の小久保さんを中心に循環型   

 農業を推進。海外へも応援をしています。 

こいしや食品 

天然の大谷石の室で独自の方法で納豆

をつくり、登録商品として多くの組合員に

支持されています。栃木県北で豆腐、納

豆を製造し、七福神が並んでいる本社の

直売所はいつも賑やか。 

時田豆腐店 

よつ葉生協設立と同時に豆腐を入れて

いる街の小さな豆腐屋さん。 

二代目も先代に教わった手づくりを受け

継ぎ、夏・冬の気温や豆の状態を見なが

ら手加減をして、「時田」の豆腐の味を守

っています。 

セントラルフード 

バラ凍結の肉は、使う分だけ取り出せて

使い勝手が良く、しかもよつ葉の産直肉

を使用。安全で価格も嬉しい、冷凍庫

に入れておきたい一品。忙しい時にすぐ

使えます。 

榛名直販

ん 

友田味販 

子どもが好きなヨーグルトは、 

遺伝子組換えトウモロコシ 

から作る異性化糖が入って 

いることが多く、価格も含めて解決してくれ

たのが榛名「すこやかヨーグルト」です。 

無糖の飲むヨーグルトも人気があります。 

子どもも喜ぶすしおぼろ 

は合成添加物が入って 

いるのが当たり前。手作りは時間がかか

り、でも安全なでんぶを食べさせたいと思う

お母さんにぴったり。昆布巻きや栗きんとん

のおせちを作っている製造元です。 
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芳賀の循環米 

コシヒカリ 玄米 

 

683 



   ４ よつ葉だより                                           2020 年 11月 2 日＜NO.627＞ 

第 5回定例理事会報告 10月 14日（水） 

 

●編集・発行よつ葉生活協同組合 小山市粟宮 1223 

0120-07-1613 TEL 0285-45-9100  FAX 0285-45-9101 

HP http://yotsubacoop.jp/ 

よつ葉だよりメールアドレス yotsubadayori@yahoo.co.jp 

東日本大震災･東電原発事故での支援金 募金報告（10月 3週分）                             

ご協力ありがとうございます。                 

組合員さんの温かいお気持ちが今週も寄せられています  (単位：円) 

放射能から子どもを守る募金 （900番） 7，300 

震災孤児を支援する募金   （910番） 18，100 

「有機農業と国産種子」募金 （920番） 7，700 

合  計 33，100 

共同購入注文書裏の「10品以上の記入欄」に該当番号と数量をご記入ください。 

WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。 

一口 100円の募金になります。 

よつ葉生協 

ホームページ 
よつ葉生協 

Facebook 

新型コロナウイルス感染症対策たすけあい募金報告（10月 3週分）                             

ご協力ありがとうございます。                 

組合員さんの助けあいの気持ちが広がっています     (単位：円) 

栃木コロナ支えあい基金   （860番） 23，100 

群馬コロナウイルス対策募金 （861番） 6，500 

茨城誰かのために募金    （862番） 11，200 

合  計 40，800 

共同購入注文書の該当番号に数量をご記入ください。 

WEB 注文の場合は、左側［企画商品・募金］内の［募金関連］をクリック。 

一口 100円の募金になります。 

          加入  脱会   純増   組合員 

          107 人 244 人  －137 人  25,760 人 
組合員数（9 月 20 日現在）   

よつ葉太陽光発電報告 
○2020 年 8 月 27 日から 9 月 28 日（33 日間）の太陽光発

電量は、15,521ｋWｈでした。CO2 削減量は 4,881kg（18L

の灯油缶を 205 本燃焼した量）です。 

 

《報告・協議事項》  

（1）2021年度年間業務カレンダーについて 

来年度の年間稼働日を決めました。毎年、年末配送は変則

日程でお届けしていますが、2021 年度の 12 月最終週のお

届けは、12月 5週企画＋おせち商品のお届けを行い、12月

31日（金）まで営業日とします。また、働き方改革等もあ

り、年始休暇を 1月 1日～1月 9日と取り決めました。 

（2）生協関係上半期の動向について 

コロナ禍により、全国的に生協の需要は高まりました。特

に緊急事態宣言が出された 5月 1週、2週は、前年比 150％

超となり、物流施設が過剰な商品増加により、大手生協ほ

ど欠品や数量制限が相次ぎました。幸いよつ葉生協は物流

での混乱はありませんでしたが、商品仕分けパートさんの

労働時間が日々2 時間以上延び、配送担当者も商品量の増

加に伴う配送時間の遅れなどが生じました。 

 

 

(3）第 13回危機管理委員会報告より 

9月はシルバーウイーク(4連休)、10月 1日からは政府の「Ｇ

оＴｏトラベル」事業等も始まり、気を抜けない状況が続  

きます。これからの季節は風邪やインフルエンザ等の流行も

あり、少しでも体調の変化が見られ熱がある場合は、速やか

に休ませる等の感染予防に努めて参ります。 

(4）コープくらしの電話相談室報告より 

「コープくらしの電話相談室」は、とちぎコープとよつ葉生

協の共同事業としてふれあいコープへ業務委託しています。

主に栃木県が対象エリアとなっており、相談員が解決に向け

て各関係団体を紹介します。8月 31日号のよつ葉だよりでご

案内したところ、組合員からご利用を頂きました。 

 

 

国産小麦ゆめかおりを主原料に、天然酵母でじっくりと発酵させた国産原料

100％のパンです。商評委員会で何種類も試食をして、GMOマークなし（遺伝子

組み換え原料不使用）で作っていただきました。コッペパンは 2 本、ロールパン

は 3個と家族構成や賞味期限に合わせて買いやすいのも嬉しい。 

コッペパンとロールパンは、毎回くららに交互に掲載となりますが、11月 3週の

み両方どちらも一度にお試しできます。 

原料 ゆめかおり 100％、天然酵母、砂糖（鹿児島 喜美良）、よつ葉バター、塩

（高知 室戸）、脱脂濃縮乳（国産）      商評委員会担当  靏蒔 

 

「消費者契約トラブル 110番」 

を実施します 
    

消費者トラブルの情報提供を受け付けます。 

       弁護士が電話で対応します。 

   日  時 ：２０２０年１１月 18日（水） 

         午前 10時～午後 4時 

   電話番号 ：０２８－６７８－８０００ 
            

       お問い合わせは下記まで 

適格消費者団体 特定非営利活動法人とちぎ消費者 

リンク事務局 

       電話・Fax 028-678-8000 

       Email cont@tochigilink.org 

＊例えばこんなことありませんか？ 

・「お試し価格」と書いてあったので注文したら定期購入だった 

・スポーツジムにキャンペーンで入会したが、合わないので退会

を申し出たら違約金を払わなければならないと言われた 

mailto:cont@tochigilink.org

