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コープメイトさんが活躍する各営業所からお便りです
【太田営業所】
太田営業所は、現在 4 名のコープメイト（拡大担当者）が足利市、太田市、館林市、邑楽郡、
桐生市、みどり市を訪問しています。主な活動内容は、担当地域を一軒一軒まわり、よつ葉
生協のご案内をする戸別の他、組合員さん
へのフォロー、おうちカフェ、即売会、食育、
イベント出店などです。
それらの活動を通し、食について考える
きっかけ作りや、よつ葉生協の取り組みを
丁寧にお伝えしています。
まだまだ制限のある生活が続きますが、
少しずつイベントも再開してきました。これからも地域に根ざした活動をさせていただくこ
とで、組合員さんが「よつ葉生協に入って良かった」と思っていただける様、がんばってい
きます。

（太田営業所 橋本）

【伊勢崎営業所】
伊勢崎営業所は伊勢崎センターの中にあり、伊勢崎市、前橋市、高崎市、玉村町、藤岡市、吉岡町、
渋川市、安中市、富岡市を訪問しています。
この地域の皆様に、よつ葉生協の安心安全な食材のお届けのご案内やコープ共済のお伝え、組合
員様にご挨拶で回らせていただいたり、ポスティングや地域即売会、組合員様のお店の前で即売会を
行っています！
コロナ禍でまだまだ不安な今だからこそ、『食の大切さ』、
『免疫力アップ』、『身体は食べ物でできている』など、共に
学びながら共感し合えるような食育活動や、人数制限は
ありますがおうちカフェ(ホームパーティー)も行ってい
ます。
私たちは、１人でも多くの方によつ葉生協を知っていた
だきたい思いで日々活動しています！
また、よつ葉生協の組合員様にも、商品を知っていただきながら、共に“よつ葉の輪”を広げ
ていけたらと思っています！
伊勢崎営業所では、一緒におすすめ活動をしていただけるスタッフを募集中です！またコラ
ボイベントをしてくださる方！ご連絡、心よりお待ちしております！
（伊勢崎営業所 島田）

秋のお誘いキャンペーン

ご紹介はもちろん、
応援メッセージも

１１月２０日まで開催中♪

お待ちしています！
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よつ葉だより
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ふれあいまつり in よつ葉だより♪
よつ葉の魅力を発見！クイズラリーに挑戦!

―その 2―

先週と今週配布の「くらら」11 月 1 週・2 週では、それぞれ 4 ページにわたって「ふれあいまつり in くらら」を開催中!
よつ葉だよりでも前号に引き続き、よつ葉の魅力を発見できるクイズラリー第 2 弾です‼

どの問題も一緒に配布された「くらら」

の中に答えがあります。探してみてくださいね! 応募くださった方の中から抽選で各週 50 名の方に、商品引換券を差し上げます。

応募方法：4 ページの解答欄に答えなどを記入し、切り取ってそのまま配送員にお渡しください。
締め切りは 11 月 5 日必着です。メール等でのご応募は受け付けません。
当選の発表は商品引き換え券のお届けをもって替えさせていただきます。
Q1～Q12 までの問題に、〇か✖かでお答えください。

Q13～Q18 までの問題に、番号でお答えください。

Q１.よつ葉乳業のよつ葉シュレッドチーズは、セルロース不使用

Q13.ブラジル・コロンビア・ペルーの指定農園でブドウ色に熟し

である。

た豆を使い、コク、酸味苦味が調和してマイルドな仕上がり

Q２.磯屋商店の餃子の皮(生)は栃木県産小麦イワイノダイチで作

になっている 21 世紀コーヒーの商品名は？
①みらいの珈琲 ②いつもの珈琲 ③わたしの珈琲

られている。
Q３.塩屋の冷凍・大和しじみ（涸沼産）は解凍せずにそのまま使
える。

Q14.特栽米と雑穀のぽん菓子は、玄米と麦などの雑穀で作られて
います。玄米の産地はどこでしょう？
①岩手県

Q４.長崎蒲鉾・漁師町おでんだね（つゆ付き）。主に地元長崎県で
水揚げされた魚を原料にした練り物のセット、5 種 12 品入り
です。リン酸塩は使用していません。
Q５.丸和食品の丸和の油揚げは油抜きをしないで使える。
Q６.自然派 Style マムのパン粉は、北海道産小麦、イースト、食

②栃木県

③鳥取県

Q15.自然派 Style コーンポタージュスープは、北海道のスイート
コーンが原料ですが、全部で何種類の国産野菜が使われてい
るでしょう？
①１種類 ②３種類 ③５種類
Q16.どんぐりくらぶの椎茸は化学合成農薬、化学肥料不使用の○○
栽培の椎茸です。○○の中にはいるのはどれでしょう？

塩のみで作られています。

①菌床
Q７.よつ葉の卵を生む親鶏も、一般的な親鶏と同様に、餌は遺伝
子組換え飼料を食べている。
Q８.中津ミートの丹沢高原豚は、生後 75 日以降は遺伝子組み換
えではないトウモロコシや大豆、さつま芋を食べて育ちます。
Q９.パックスお風呂掃除セットの洗剤は、合成洗剤ではなくせっ

②路地

③原木

※ヒント：放射濃対策として、原木は九州から仕入れています。
Q17.笠原産業の麦わらぼうしうどんは、栃木県産小麦○%使用の
乾麺です。○に入るのは何番でしょう？
①50

②70

③100

Q18.よつ葉生協では継続して「放射能から子どもを守る募金」
「震
災孤児を支援する募金」
「有機農業と国産種子を守る募金」に

けんです。

取り組んでいます。注文書から簡単に募金できるこれらの募
Q10.「くらら」の GMO マークは、5％未満の原料に遺伝子組み
換え原料を使用している可能性がある商品に、付いている。

金は、一口いくらでしょう?
①

10 円

②100 円

③1000 円

Q11.○
内 ・○
外 マークは、小麦粉が国内産か国外産かを表している。
＜お詫び＞
Q12.「くらら」の紙には、竹から作られたパルプが入った竹紙を
使用している。

※裏表紙に注目!

No672 のクイズラリーその 1 で、Q10 と Q12 が同じ問題に
なっていました。申し訳ありませんでした。
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ちょっと早いけれど

よつ葉だより
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くらら 11 月 2 週は、クリスマス商品＆おせち直送早割をご案内！

クリスマス商品

おせち早割（お得な５％割引）

よつ葉の産直鶏（カントリーチキン、秋川牧園）で作ら

★11 月 2 週くららと一緒にお届けしている別チラシをご覧ください★
よつ葉のおすすめはこちら！ご自宅に

れたクリスマスチキンの予約を受け付けます。
11 月 2、3 週の 2 週間で注文できます。

宅配便でお届けします（冷凍商品です）

詳しくは、11 月 2 週

（直送）自然派おせち 大松食品（ムソー）

くららＰ２を

729～744 調味料にこだわり、使われて

ご覧くだ

いる添加物はベニコウジ色素のみ。

さい！

お得なこの機会を、ぜひご利用ください！
大きさ（2 段または 3 段）、
届け日（12 月 29 日または
12 月 30 日）を選んで注文
できます。

おせち特別号についてお知らせ

★おせち特別号は 11 月 29 日から配布します★

おせち特別号は、お正月や年末年始に使えるセットや限定商品をご案内します。
くらら 11 月 2 週 729～743 の商品は、おせち特別号でのご案内はありません（おせち特別号でご案内するお重商品は 725～728
の４点）。メーカーでロスがなるべく出ないよう、早めに注文していただくことになりました。727～743 の商品は、11 月 2 週でご注文
ください。

例年と異なります！詳しくは 11 月 29 日から配布する「おせち特別号」をご覧ください！
➡おせち特別号の注文・回収は、12 月 3 週（12 月 6 日～10 日）の 1 週間のみとなります。
➡共同購入注文書も、12 月 3 週の注文用紙 1 枚のみとなります。
例年、おせち特別号の注文は、おせち専用の共同購入注文書がありましたが、今年は通常のくらら商品と同じ注文書で受け付けます。
昨年までと異なっているのでご注意ください。

（理事 三輪）

~久々に 笑顔あわせて 語り合い~

オンライン・委員会交流会 実施しました
よつ葉生協には、各地域ごとの地区委員会と、環境・文化などの専門
委員会など 15 の委員会があり、約 80 名の組合員さんが委員として活
動してきました。通常は月 1 回の定例会で学習会などを企画・実施し、
よつ葉生協の組合員活動の一翼を担っています。コロナ禍で昨年から
対面での活動の休止し、今年度は新規募集の案内も見合わせました。
委員さんにはオンライン会議の環境がない方や、電磁波で体調を崩
される方もおられるため、すぐに活動をオンラインにシフトすること
は控えてきました。しかし、長期化するコロナ禍の現状や、オンライン

＊味付けいなり 温かいうどんにのせて。

のメリット、顔を見て対話する必要性も踏まえ、4 月 28 日に引き続き

＊ゆばさし宴 湯葉刺し丼にする。わさび醤油で食べる。

2 回目のオンラインでの委員会交流会を 10 月 29 日に行いました。

＊丹沢高原豚 塩麹に付けてから焼くのがおススメ！

18 名が 4 つのグループに分かれて語り合いました。対面での活動再
開を待ちわびつつ、
「オンラインのメリットを活かして、遠方も含めた

＊旨甘米豚ハンバーグ

クリームチーズソースは相性ばっち

り！

業者・生産者の方のお話を聞いたり交流をしたい。農家さんの野菜料理

＊よつ葉の刺身はハズレ無しです!

を教えてほしい」
「オンラインでの開催ができるように、自分たちも講

＊オーガニックポップコーン

習を受ける機会を作りたい。
」等のご意見が多数ありました。また、お

有機万能スパイスミックスがおススメ！（ナチュラルキッチン）

気に入りの商品やおすすめの食べ方の紹介も盛り上がりました。

＊生芋のこんにゃく

（理事 堀）

簡単手作りおやつに。味付けは

＊玄米おこし ＊つぶまる（麦茶）

＊しらたきのヘルシーちゃんぽん ＊クイックソイ etc,

