
　とともに歩む
～私の推し産地、見つけちゃお♪～

全国各地からパルシステムの産直産地の生産者約30名を迎える1年に一度の大交流会です。
私たちに届く一つひとつの実りも、作り手の手間ひまあってこそ。届くまでの道のりにも思いを広
げ、今年は栃木県で生産者と会って話してみませんか。
お一人での参加多数。お気軽に、カタログで見かける生
産者に会いに来てください。

※2/28以降キャンセルされた場合はキャンセル料が発生いたします。
※1月号にて開催時間の誤りがありました。正しくは10：00～13：30となります。申し訳ございません。

3月2日（木）
10：00～13：30

【日　程】

【会　場】

【対　象】
【定　員】
【参加費】

【託　児】
【申込締切日】2月17日（金）

小山グランドホテル
（栃木県小山市神鳥谷202）
組合員とその家族（大人のみ）
30名
500円（産直産地の肉・野菜を
使った「産直弁当」付き★）
お子様１人に付き300円

WEB申込はこちら

くらし見直しの会の一員として、暮らしに役立つ知識を組合員の皆さんにお伝えします。生協指定
の研修カリキュラムを受講し、ライフプランアドバイザー（LPA）を取得します。同時にファイナン
シャルプランナー（FP3級技能士）にもチャレンジ。すでにFP資格をお持ちの方も歓迎です。詳しく
は面談にてお話しさせていただきます。
【対　象】
【定　員】
【申込締切日】2月17日（金）

組合員/全エリアＯＫ
若干名 ●茨城県、栃木県での学習会講師および講師アシス

タント（主に平日午前中）
●月一回の定例会出席（午前中10:00から2～3時
間程度）

●講師を招いての講演会開催スタッフ（年1～2回）
●共済連主催の研修会・交流会への参加（オンライ
ンもしくは都内など）

〈くらし見直しの会〉

☆くらし見直しの会とは・・・
暮らしに役立つ有意義な情報を提供したり、学習会の場を設けていくことで組合員のみなさんのライフプラン
作りを、アドバイスすることを目的としています。

☆ライフプランアドバイザー『LPA（エルピーエー）』とは・・・
「日本コープ共済生活協同組合連合会」認定資格の「生活設計アドバイザー（ライフプランアドバイザー）」の略
で、ライフプラン講座（保険・金融・税金・相続・不動産・ライフプラン）を受講し、その課程を修了しています。

WEB申込はこちら

〈くらし見直しの会〉

安心して豊かなセカンドライフを送るために

①3月22日（水）
１０：００～１２：００（受付９：４５～）

【日　程】

【会　場】

【講　師】

鹿島勤労文化会館
（鹿嶋市宮中325-1）
くらし見直しの会 小松﨑

②3月28日（火）
１０：００～１２：００（受付９：４５～）

【日　程】

【会　場】

【講　師】

みとセンター
（東茨城郡茨城町桜の郷1000-1）
くらし見直しの会 池田

【対　象】
【定　員】
【参加費】
【申込締切日】3月3日（金）

組合員とその家族 /全エリアＯＫ
最小催行人数3名
無料

WEB申込はこちら

リタイア後の収入は、現役時代に比べて大幅にダウンします。自分らしいセカンドライフ
を送るためには今から準備しておきたいですね。現在の家計を見直してどのようにライフ
プランを立てたら良いか一緒に考えて見ませんか？若い世代にも参考になりますよ！

①・②

活動内容

お待たせしました！

第23回「パルシステム生産者・消費者交流会」

産地名 所在地 主な生産物

有機栽培あゆみの会
栃木元気会
アップルファームさみず
沃土会
大牧農場
あいづグリーンネットワーク

野菜全般
ミニトマト・トマト・にら・きゅうり
りんご
野菜全般
じゃがいも・大豆・小豆
野菜全般・柿・ぶどう

有機米（つや姫）・だだちゃ豆・庄内柿など庄内協同ファーム

コア・フード地鶏しゃも・
地鶏しゃも卵DEパパっと親子丼

豚肉
野菜全般
にんじん・ショウガ
柿・梅・玉ねぎ・柑橘・びわ・桃
野菜全般・梨
米・野菜全般・柿・メロン・梨・ブルーベリー
コア・フード
国産飼料で未来へつなぐ平飼いたまご

ホムトンバナナ
精肉・ハム・ソーセージ

バンラート農業協同組合
株式会社 パル・ミート

アグリイノベーションズ
カンパニー

ポークランドグループ
葉菜野果（はなやか）産直
島原自然塾
大紀コープファーム
和郷園
庄内たがわ農業協同組合

北浦軍鶏農場

ちばみどり農協
海上野菜組合産直部

村悟空
八千代産直

茨城県
栃木県
長野県
埼玉県

北海道・十勝
福島県

山形県

茨城県

秋田県
茨城県

長崎県・島原半島
奈良県・和歌山県

千葉県
山形県

千葉県

海外（タイ）・東京
千葉県

千葉県・九十九里
茨城県・八千代町

千葉県・海上町

野菜全般
メロン・スイカ・白菜・トマトなど

野菜全般野菜・米・果樹・
畜産など、

全国から生産者が
勢ぞろい！ 

生産者生産者 未来！未来！
「栃木県」初開催！ ●産地一覧

紀伊半島、そこは梅のふるさと。
毎年、旬の収穫に向けて梅が育
まれている場所です。

●大紀コープファーム「梅のふるさとを見に行こう」
参加産地を　　　　ご紹介

パルシステム公式YouTube　
（2分05秒）▶

※お申込いただいた方を対象に面談を実施いた
します。
※3級FP技能士受験料は自己負担となります。

●発行日／2023年1月30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）

【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3月号の配布は2月27日（月）～3月3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

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。

きりとりきりとり

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

第23回「パルシステム生産者・消費者交流会」参加申込用紙 
申込締切日 2/17（金）

参加者名 参加者名

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

アレルギーの有無　無 ・ 有　（　　　　　　　　　　　　　　）　　　　

地域活動推進部行き

連絡先電話番号

参加希望
（チェックを入れて下さい）

組合員番号組合員名

「50代のライフプランニング」・「くらし見直しの会メンバー」
参加申込用紙 申込締切日 3/3（金）・2/17（金）

参加者名 参加者名

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

アレルギーの有無　無 ・ 有　（　　　　　　　　　　　　　　）

50代のライフプランニング　→　□ ①鹿嶋勤労文化会館   ・   □ ②みとセンター
□ くらし見直しの会メンバー登録



■活動の頻度・要件
 ・毎月1回定例会を実施
 ・食育出前授業や主催企画を実施（活動がない月もあります）
 ・お住まいの地域またはその周辺地域の食育出前授業に出向ける方
 ・月1回の定例会に参加できる方
［場所］みとセンター（東茨城郡茨城町桜の郷1000-1）
　　    もしくは  水戸本部（水戸市梅香2-1-39）

パルシステム茨城 栃木では、福祉を目的とした講演会
や学習会の開催、平和学習・国際交流に取り組んでい
ます。その活動を多くの組合員さんや地域の方々に周知

するための取り組みをすすめていきます。一緒に福祉、平和、国際交流
について学び、取り組んでいきましょう！

映画「永遠の0」のロケ地として使用されたことでも知られる「筑波海軍航空隊記念館」。全国でも
最大規模で現存する戦争遺跡です。施設ガイドがご案内します。見学後は紙芝居上演も予定。春
休みにみんなで平和について考えてみませんか？！

3月25日（土）
9：30～12：30　　

【日　程】

【会　場】
【対　象】
【定　員】
【参加費】
【講　師】
【申込締切日】3月3日（金）

筑波海軍航空隊記念館（笠間市旭町654）
組合員以外の参加ＯＫ/全エリアＯＫ
40人
無料
次世代に伝えたい朗読と紙芝居の「オリーブ」

WEB申込はこちら

〈テーマ別組合員活動「福祉平和国際交流」〉

●筑波海軍航空隊記念館  施設見学
●紙芝居上演（約30分）
「ある紙芝居屋の物語
～それでも黄金バッドはやってくる～」
物語：1945年、昭和20年8月2日未明。茨城県水
戸市の市街地は、B29による空襲で火の海と化し
ていました。一人の紙芝居屋の「おじさん」の目線
から「戦争」をみつめた作品です。
上演：次世代に伝えたい朗読と紙芝居の「オリーブ」

●ワークショップ
平和の木に桜の花を咲かせよう！

① 回収期間中にABパック・ヨーグルトカップを配送便で返却する。
② 注文書の6ケタ注文欄に注文番号「100994」と、返却した枚数を記入する。
③ 1枚につき2ポイントプレゼント！！
　 ◎ポイントは3月2回のお届け明細書にて一括して反映されます。
　 　（3月2回お届け時点で通常利用の方のみポイント付与の対象となります。）

〈対象商品〉 内側が銀色の（アルミコーティングされている）パック。
生協商品以外も可。ただし菜種油は対象外。
こんせんプレーンヨーグルト、こんせんプレーンヨーグルト（低脂肪）、
生乳７０％のプレーンヨーグルト、の３種類限定

ヨーグルトカップ

ＡＢパック

〈お問合せ〉マネジメント推進室 TEL.029-227-2225

〈参加方法〉

※記入をお忘れになった場合はポイント付与ができませんのでご了承ください。
※キャンペーン期間外のポイントは発生しません。
※返却枚数が100枚以上になる場合でも、枚数をそのまま記入してください。

キャンペーン開催期間（回収期間） ： 1月23日（月）～2月17日（金）
注文番号：１００９９４

「テーマ別組合員活動」は、パルシステム茨城 栃木のテーマ別組
合員活動の年度方針に基づき、4つのテーマで活動します。きっか
けを同じくして集まった新しい仲間とともに、興味のあることへ一
緒にチャレンジしましょう！　一人ではできないことも、メンバーと
一緒なら大丈夫。取り組みは一人ひとりのくらしの充実とともに、
豊かな地域社会づくりにつながります。興味あるテーマを1つ選ん
でお申込みください。 （※複数のお申込みはできません）

「産直」「食育」「環境」「福祉平和国際交流」の
4つのテーマ別組合員活動メンバーを募集します！

■主な活動内容
 ・毎月1回定例会を実施
 ・産地見学・学習会…パルシステムの産直産地を訪問して産地の取り
組みを学びます。

 ・産直講座…産直産地の生産者を迎えた学習会や料理教室を企画・開
催します。

 ・産地報告会…1年間で学んだことを多くの組合員に伝えます。

▲食育出前授業

■主な活動内容
 ・毎月1回定例会を実施
 ・行政や地域団体と連携した、環境体験型企画の開催
 ・石けんや水環境に関する理解を深めるための学習会の開催やイベ   
　ント出展
 ・資源循環型社会をめざすための学習会の開催

WEB申込はこちら

◎説明会について
お申込みいただいた方を対象に活動内容などの簡単な説明会を
実施します。（対面またはオンラインにて。日程・時間・場所等は後
日相談となります。）

興味があることに一緒にチャレンジしましょう！

福祉平和
国際交流

資源循環型社会をめざして！
次世代を担う子どもたちに対して環境体験型企画を開催
し、学んだことを実践する力を育てます。また、家族の

健康や美しい水環境を守ることを大切にし、環境負荷の少ない石けん利
用普及の取り組みをすすめます。そして 4R（リフューズ・リデュース・
リュース・リサイクル）をキーワードに資源循環型社会をめざします。

環　境
パルシステムの「産直」は、単に安全・安心な食べ物を調
達する手段ではなく、「つくる人」と「食べる人」がともに健
康で安心なくらしを実現すること。産地が取り組んでいる

環境保全・自然循環型農業を、生産者と交流や学習会をとおして学び、パ
ルシステムの産直を広めましょう！

産　直

「もぐもぐキャラバン」メンバー募集！
食育に興味のある方、子どもと接するのが好きな方、一緒
に活動してみませんか？同じ志を持ったメンバーと一緒に

教材や台本作りなどを経て、子どもたちに食育の授業をおこないます。子
どもたちのキラキラした表情が見られますよ！

食　育

■主な活動内容
 ・毎月1回定例会を実施
 ・福祉…「福祉」とは、すべての人の幸福（しあわせ）を意味します。福祉
は幅広い分野での活動になりますが、高齢、障がい、生活困窮等、くら
しの課題解決にむけ学習会の企画などを行い、共に学びます。

 ・平和…茨城県ユニセフ協会と連携した学習会（外国コインの仕分け
など）や、戦争体験を「継承」するため平和の尊さや命の大切さを伝え
ていきます。

 ・国際交流…NPO法人JFSAは衣類などをリユースしてパキスタンの
子どもたちの教育を支援しています。パルシステム茨城 栃木はＪＦＳ
Ａと連携して古着の回収を行っています。その他、国際交流に関する
学習会やイベントを企画します。

2022年度活動内容
 ・フードバンク学習会やフードドライブの開催
 ・認知症予防やフレイル予防など健康維持に関する学習会
 ・古着回収（年間３回程度）

「もぐもぐキャラバン」とは？…茨城県・栃木県内の保育園や幼稚園・小学
校などでオリジナルの教材を使った出前授業をはじめ、五感を使って体験
できるような「子ども料理教室」など、子どもたちとのコミュニケーションを
大切にした楽しい食育活動を地域に広める活動です。メンバーの知識向
上のための学習会も実施しています。

2022年度の活動内容
 ・幼稚園・保育園・小学校での食育出前授業講師：6回
 ・オンライン料理教室：2回 　・ 親子料理教室：1回

▲JAやさと レタス収穫体験　

▲オンライン料理教室 ▲フードバンク学習会 ▲古着回収（なかセンター）

▲涸沼の生き物観察会　 ▲「レッツ・トライ石けんライフ」学習会

何をするの？

頻度・期間は？

活動エリアは？

活動のサポートは？

※説明会で活動内容をご理解いただいてから正式
なメンバー登録となります。
※申込者多数の場合は選考させていただく事もご
ざいますので、予めご了承ください。

●テーマに沿ってイベントや学習会の計画・
実行などの取り組みをおこない、組合員や
地域社会に広く発信します。

●交通費実費支給。
●活動に対する補助費として1回につき
　1,000円を支給。
●託児有り / 無料

●定例会議は月に1回。そのほか学習会や企
画の準備、実施のために随時集まります。

●登録期間は、4月1日から翌年3月31日ま
でとし、1年ごとの更新となります。

●本部（水戸市）を中心に茨城県・栃木県内
の各所で取り組みを展開します。

スケジュール

▲米沢郷牧場 産直連続講座

【申込締切日】3月3日（金）

企画情報紙

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3月号の配布は2月27日（月）～3月3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

【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。

きりとりきりとり

地域活動推進部行き地域活動推進部行き

連絡先電話番号

ご希望のテーマ１つに○を付けてください。

組合員番号組合員名

2023年度「テーマ別組合員活動｣説明会参加申込用紙 
申込締切日 3/3（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

アレルギーの有無　無 ・ 有　（　　　　　　　　　　　　　　）

連絡先電話番号

組合員番号組合員名

参加者名

□ 大　人　□ 子ども（　　　 歳／　　　年生）　

□ 大　人　□ 子ども（　　　 歳／　　　年生）　

□ 大　人　□ 子ども（　　　 歳／　　　年生）　

□ 大　人　□ 子ども（　　　 歳／　　　年生）　

選択／子どもは年齢・学年

「ピースアクション」参加申込用紙 
申込締切日 3/3（金）

合計 名

□ 食育　　□ 産直　　□ 環境　　□ 福祉平和国際交流


