
〈パルシステム連合会 産直委員会〉 

12月10日（土）【日　程】

【会　場】

【対　象】
【定　員】
【申込締切日】11月18日（金）

農園リゾート ザ・ファーム　
（千葉県香取市）
組合員とその家族/全エリアＯＫ
40名

※雨天決行

WEB申込はこちら

子どもたちからも「甘くておいしい！」と人気のパルシステムの
人参。今回は、ＪAつくば市谷田部産直部会の生産者、大和田さ
んが栽培する「人参」畑にオンラインでお邪魔します♪畑の様
子や収穫の仕方、こだわりなどを大和田さんから伺います。事
前質問やおいしい食べ方なども募集しま～す！

〈食と緑の交流事業推進協議会〉 

12月15日（木）【日　程】

【会　場】
【対　象】
【定　員】

【参加費】
【講　師】
【申込締切日】11月30日（水）

オンラインZoom
組合員とその家族/全エリアＯＫ
20名 ※応募者多数の場合は抽選。抽選結果・
詳細内容は後日お知らせします。
300円（試食代/送料込み）
JAつくば市谷田部 産直部会 大和田さん

10：30～12：00

WEB申込はこちら

黄金の香りのホムトンバナナ
〈テーマ別組合員活動「産直」〉 

12月3日（土）【日　程】

【会　場】

【対　象】
【定　員】

【参加費】
【講　師】
【託　児】
【申込締切日】11月18日（金）

パルシステム栃木センター
（栃木県小山市横倉新田198-1）
組合員とその家族/全エリアＯＫ
20名 ※応募者多数の場合は抽選。抽選結果・
詳細内容は後日お知らせします。
無料
パシフィック・トレード・ジャパン ペイソーさん
お子様１人に付き/300円（定員5名）

10：30～12：30

WEB申込はこちら

バナナ好き
さん、

バナナは木ではなく、草！？
パルシステムの国際産直の「ホムトンバナナ」は、タイ特有の品種で、栽培中も栽培後も除草
剤・農薬は使っていません。これって、実はとってもすごい事！芳醇な香りとクリーミーで濃厚
な甘味が特徴の“幻のバナナ”とも言われています。身近なバナナについて、タイの生産者に
いっぱい聞いてみましょう！お子さんから大人まで、事前質問やメッセージも受け付けます♪当
日は試食もご用意！是非味わってみてくださいね(*^-^*)

人参生産者 大和田さん （JAつくば市谷田部）

収穫体験販 売試 食 生産者と交流

第1部　10：00～12：00 第2部　12：30～14：30
30名（大型バス） 10名（現地集合）

大人（中学生以上）…500円
子ども（小学生）……500円
未就学児 無料

大人（中学生以上）…1700円
子ども（小学生）………700円
未就学児 無料　

※応募者多数の場合は抽選。抽選結果・詳細内容は後日お知らせします。

参
加
費

※収穫体験は1人500円となります。

定
員

みとセンター集合
オープニング
販売・試食・交流
産地紹介
収穫体験（希望者）
終了
解散予定（みとセンター）

12：00
12：30
12：45
13：00
13：45
14：00

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

現地集合
オープニング
販売・試食・交流
産地紹介
収穫体験（希望者）
終了・現地解散

▽
▼
▼
▼
▼
▼

　7：20
10：00
10：15
10：45
11：15
12：00
14：30

▽
▼
▼
▼
▼
▼
▽

オンラインZoom開催！

栃木に集ま
れ～！

産地紹介、野菜やお肉の試食、販売をおこない、
有機農業の魅力を幅広く伝える
パルシステム最大の産地交流イベントです。
コア・フードの食材を使用した
オリジナル産直弁当付きです♪（小学生以上）
希望者は収穫体験（冬野菜3品予定）もできます。

青 果 ● JAいすみ（千葉）　● ちば緑耕舎（千葉）　● エコーたまつくり（茨城）　● 水俣不知火ネットワーク（熊本）
果 樹 ● 無茶々園（愛媛）　● ジョイファーム小田原（神奈川）
鶏 卵 ● JAやさと（茨城）　● 加藤農場（千葉）　　牛 肉 ● 榎本農場（北海道）　他

バナナバナナ 草草

エコーたまつくり（茨
城）

エコーたまつくり（茨
城）

水俣不知火ネットワーク（熊本）
水俣不知火ネットワーク（熊本）

パルシステムには、「コア・フード」
「エコ・チャレンジ」という独自の
栽培基準があり、コア・フードはパ
ルシステムのトップブランドです。
※有機JAS認証での使用可能資材を除
き、化学合成農薬、化学肥料不使用。

「諦めない」－公害を
乗り越えた先に見えた「有機」。

表示なし

コア・フード

エコ・チャレンジ

健康に育った牛の肉は
おいしい。

【コア・フード牛肉／北海道】【水俣不知火ネットワーク】

あなたはどの
バナナを選びますか？

（パルシステム公式YouTube）▶

ペイソーさん 
（パシフィック・トレード・ジャパン）

ペイソーさん 
（パシフィック・トレード・ジャパン）

タイから生
中継！

バナナの花
が

見られるか
も！？

●発行日／2022年10月31日発行
●発行元／生活協同組合パルシステム茨城 栃木 地域活動推進部
〒310-0022 茨城県水戸市梅香2-1-39 
お問合せは、
地域活動推進部へ

（月～金 9:00～17:30）

地域活動推進部行き

連絡先電話番号

組合員番号

希望する方へチェック　□ 第１部　□ 第２部

組合員名

参加者名 選択

大人 ・ 子ども ・ 未就学児

大人 ・ 子ども ・ 未就学児

大人 ・ 子ども ・ 未就学児

大人 ・ 子ども ・ 未就学児

/

/

/

/

年齢/学年（子どものみ）

合計

「コア・フード フェスタ！」参加申込用紙 申込締切日 11/18（金） 地域活動推進部行き

連絡先電話番号

組合員番号組合員名

参加者名 年齢/学年（子どものみ）

「バナナは木ではなく、草！？」参加申込用紙 申込締切日 11/18（金）

託児の有無　　無 ・ 有　⇒　お子さんのなまえ（ひらがな）　　　　　　　　　　 年　　月　　日 生　　男 ・ 女

質問や生産者へのメッセージ　

きりとりきりとり

名

/

/

/

この紙面はホームページでも見ることができます。 ※お預かりした個人情報は、登録・参加申込み集約の目的以外には使用いたしません。

【申込方法】特に指定がない場合、下記の申込用紙を注文書と一緒に提出いただくかホームページ申込フォームでお申込みください。

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、企画が中止や延期、もしくは参加方法が変更になる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。

次回12月号の配布は11月28日（月）～12月2日（金） ◀パルシステム茨城 栃木
　ホームページ
　イベント情報はこちら

パルシステム茨城 栃木 イベント情報 検索

きりとりきりとり



夫の扶養に入りながらパートで働く妻にとって、収入が増えたのに手取りが以前より減って
しまうケースがあります。100万円、103万円、106万円、130万円の壁とは何か？ 壁を超え
るとどうなるのか？ 夫の手取り収入に影響するのか？損をしない働き方をするために「収
入の壁」を学びましょう！

12月6日（火）
みとセンター
（東茨城郡茨城町桜の郷1000-1）
組合員とその家族/全エリアＯＫ
最小催行人数3名
無料
くらし見直しの会 池田
お子様1人に付き300円

１０：００～１２：００（受付９：４５～）

WEB申込はこちら

【日　程】

【会　場】

【対　象】
【定　員】
【参加費】
【講　師】
【託　児】
【申込締切日】11月18日（金）

＊持ち物：筆記用具、電卓

12月8日（木）
スマイルパル土浦館
（茨城県土浦市大畑211-3）
組合員とその家族/全エリアＯＫ
最小催行人数3名
※応募者多数の場合は抽選。抽選結果・詳細
内容は後日郵送にてお知らせします。
（封筒にタイトルは記載致しません）
無料
田中 記代美 氏
（ファミリー法律事務所 代表弁護士）

１０：3０～１２：3０

WEB申込はこちら

【日　程】

【会　場】

【対　象】
【定　員】

【参加費】
【講　師】

13:00
13:05

13:25

15:25
15:35

15:55

開催あいさつ
茨城県内の高齢化の現状と課題
（茨城県保健福祉部）
「ぼけますから、
よろしくお願いします」上映
休憩
高齢者を支援するNPO団体から
の活動報告
閉会あいさつ

いばらきみまもりあいプロジェクト （事務局  茨城県生活協同組合連合会）
茨城県・水戸市
いばらきみまもりあい推進ネットワーク参加団体
茨城県社会福祉協議会・JA茨城県中央会・共栄火災海上保険水戸支社・こくみん共済 coop 茨城推
進本部・NPO法人ともに歩む認知症の会 茨城・いばらきコープ・パルシステム茨城 栃木・生活クラ
ブ生協・茨城保健生協・医療福祉生協いばらき

【主　催】
【後　援】
【協　力】

11月17日（木）
茨城県水戸生涯学習センター
（水戸市三の丸1-5-38）
子育て支援にかかわるNPO・市民団体・個
人、市町村子育て支援・市民活動支援担当者、
社会福祉協議会子育て支援担当者、企業社会
貢献担当者 等
リアル60名/オンライン80名
無料
未就学児/定員5名（先着順）
チャイルドリーグ・子育てネット
NPO法人セカンドリーグ茨城
茨城県生涯学習センター
茨城県、茨城県教育委員会、株式会社茨城新
聞社、生活協同組合パルシステム茨城 栃木

１０：0０～１5：3０

【日　程】

【会　場】

【対　象】

【定　員】
【参加費】
【託　児】
【主　催】

【共　催】
【後　援】

【申込方法】
二次元コードよりGoogleフォーム
にてお申込ください。
※ZoomのURLは前日までにお知らせ
　します。
【申込締切日】11月13日（日）

【お問合せ】 NPO法人セカンドリーグ茨城 事務局
 TEL.029-297-7040（平日9：00～16：00）
 E-mail info@2nd-league-i.com

〈テーマ別組合員活動「福祉平和国際交流」〉

● 古着：パキスタンの子どもたちに役立てられます。
● 食品：常温で賞味期限2カ月以上のものに限りま
す。茨城県内の生活困窮世帯の支援に役立てら
れます。

● 文房具（ノートや消しゴム、ボールペン、絵具等）：
未使用の物に限ります。茨城県内の生活困窮世帯
の支援に役立てられます。

お子様１人に付き300円/定員3名
パルシステム共済連、くらしサポート・ウィズ

【託　児】
【協　力】
【申込締切日】11月18日（金）

法政大学法科大学院修了。平成22年弁護士登録（茨城県弁護士会）。水戸地方裁判所委員会委員、
成年後見センターつちうら審査委員、ほか。子育て中に離婚当事者となった経験から弁護士に転身。
女性目線でのサポートや活動を行っています。「くらしの相談ダイヤル」の離婚・DV法律相談担当。

田中 記代美 氏

ドキュメンタリー映画

認知症の母と耳の遠い父と離れて暮らす私－

11月26日（土）日　時■

開場12:30／開演13:00
会　場■ザ・ヒロサワシティ会館  小ホール
　　　　 水戸市千波町東久保697番地
　　　　 TEL.029-241-1166
定　員■上限200名まで（感染予防のため入場制限）
参加費■無料 ※但し、駐車料金は自己負担。

次のURLより専用のWEBフォームから、または、お電話でお申込みください。
URL. https://ws.formzu.net/fgen/S94198743/
TEL. 029-226-8487
※受付は月～金（祝祭日除く）10：00～16：00
200名となった時点で受付を終了いたしますのでご了承ください。
入場チケットは、申込先住所に郵送にてお届けいたします。

申込方法■

申込締切■ WEB申込
はこちら

スケジュール

いばらきみまもりあいプロジェクト「つどい」

入場無料

〈午前の部〉10：00～12：30
  ●  茨城県内で活躍する子ども・子育て支援団体の
　活動を紹介するスライド発表
〈昼食〉12：30～13：30  ●  フリータイム
〈午後の部〉13：30～15：30
  ●  「つながる・わらう・支え合う」を実現する交流会！

パルシステムからの受託で「くらしの相談ダイヤル
（電話相談）」等を運営している法人です。

＊くらしサポート・ウィズ

ぼけますから、
　　　　  よろしくお願いします。

駐車料金は自己負担

家庭で眠っている古着・食品・文房具をご提供ください。

11月26日（土）
受付時間 10：30～15：00
うしくセンター（牛久市牛久1024-1）

【日　程】

【会　場】

※感染症予防のため、いずれも、使い捨てのビニール袋
に入れ縛ってからご持参ください。ビニール袋以外は
受付できません。

特に子育て中の女性に聞いて頂きたい内容です。離婚時における制度の種類や活用方法、
子育て情報など基本的知識について女性弁護士がお話します。ＬＰＡからは、離婚後の家
計や支援制度についてお伝えします。 （※ＬＰＡとは…ライフ・プラン・アシスタントの略称でコー
プ共済連認定の生活設計アドバイザーです。組合員活動「くらし見直しの会」のメンバーです。）

●発行日／2022年10月31日発行

この紙面はホームページでも見ることができます。 ※お預かりした個人情報は、登録・参加申込み集約の目的以外には使用いたしません。

※新型コロナウイルス感染拡大状況によっては、企画が中止や延期、もしくは参加方法が変更になる場合がございますので、あらかじめご承知おきください。

次回12月号の配布は11月28日（月）～12月2日（金） ◀パルシステム茨城 栃木
　ホームページ
　イベント情報はこちら

パルシステム茨城 栃木 イベント情報 検索

きりとりきりとり

地域活動推進部行き「くらし見直しの会 学習会」参加申込用紙 申込締切日 11/18（金）

組合員名 組合員番号 連絡先電話番号

参加者名参加希望の学習会にチェックを付けて下さい

【申込方法】特に指定がない場合、下記の申込用紙を注文書と一緒に提出いただくかホームページ申込フォームでお申込みください。

□パートで働く妻のかしこい働き方　　□自分らしい前向きな人生を選択するために

託児の有無　　無 ・ 有　⇒　お子さんのなまえ（ひらがな）　　　　　　　　　　 年　　月　　日 生　　男 ・ 女


