県庁生協

月間カレンダー（12月１日～12月31日）

県庁生協から、美味しい、お得な、耳より情報をお知らせします。皆様のご利用をお待ちしております。
月日

12/1

曜日

水

ＴＦＴヘルシーランチ
（和風ハンバーグ）

スタミナ冷し・あつもり
けんちんそば/うどん

2

3

木

金

4

土

5

日

6

月

水

ひたちなか市

ふるさわ 生クリーム大福 予約締切日（全店）
ロイズ チョコレート 予約締切日（全店）

絶賛！予約受付中！（～2日）

永井農業

加宝地ほしいも

柔らかく、芳醇な味わい。

臨時総代会

常陸の輝き
絶賛！予約受付中！（～８日）

場所：茨城教育会館
時刻：13 : 30 ～

3階会議室

茨城を代表する黒毛和牛。

常陸牛

ギフト

絶賛！予約受付中！（～8日）
住まいのなんでも相談会
完全予約制にて開催いたします

生味噌ラーメン

人気の加工品をギフトセットに♪

大子 宮川製菓 和菓子（全店）
なかみなと焼きそば（水戸）
道の駅しもつま プリン（水戸）
迷わずゾッコン 食パン等 （鉾田）

飯島畜産

県産品豚加工品

ギフト

絶賛！予約受付中！（～８日）

【長野県庁生協コラボ企画】
信州ハム おすすめセット
申込締切日

御前山らーめん（県庁）
近郊野菜：田口農園（県庁）

ローズポーク生姜焼き

生味噌ラーメン

8

保険・その他

三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）
晴れ晴れファーム 野菜販売（県庁）

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガン野菜カレー）

カレーうどん/そば

火

予約販売

近郊野菜 小林農園（県庁）
Fourdays 食パン（県庁・水戸）
ファーマーズマーケットなだろう 野菜販売（鉾田）

ローズポークとんかつ

常陸牛ハンバーグ（和風ソース）
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売店情報

県庁食堂企画メニュー情報

ＴＦＴヘルシーランチ
（たこめし）
酸辣湯麵

三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）
晴れ晴れファーム 野菜販売（県庁）

ローズポークとんかつ

近郊野菜 小林農園（県庁）
ふるさわ 【生クリーム大福】販売日（全店）

【青森県庁生協コラボ企画】
・青森 津軽のりんご
・青森県下北産 活ホタテ貝

参加者の方からメッセージを頂戴しました！
「住宅メーカーの方は、思ったより
営業という感じではなく、私たちの
些細な疑問にも答えてくれる形だったので
安心です。マイホームを考えてるけど
どうしたらいいかわからない！
という人には、おすすめです」
新築だけでなく、リフォームの相談もOK!
お気軽にお問い合わせください。

絶賛！予約受付中！（～15日）

【群馬県庁生協コラボ企画】
9

木

生味噌ラーメン

赤ちゃんが触ってもやけどしない。
群馬県内製造

遠赤外線パネルヒーター
絶賛！予約受付中！（～17日）

10

金

【新潟県庁生協コラボ企画】

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガンキーマカレー）

幻の果実ともいわれる高級洋なし

新潟

生味噌ラーメン
11
12

土
日

13

月

常陸牛ハンバーグ
（デミソース）

火

キムチ
（県庁・水戸・土浦・筑西）

絶品

ローズポーク生姜焼き

15

水

16

木

ローズポークとんかつ

金

18

土

19

日

20

月

三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）
晴れ晴れファーム 野菜販売（県庁）
道の駅しもつま パイ（筑西）
年末年始のお弁当・みかん
予約締切日（県庁）
近郊野菜 小林農園（県庁）
Fourdays 食パン（県庁・水戸）

野口農園

ギフト

霞ケ浦産

柳蓮田れんこん
絶賛！予約受付中！（～１７日）

田舎はちみつ（五霞）
あかぼっけギフト
絶賛！予約受付中！（～17日）
くりや
焼き栗ギフト

申込締切日
住まいのなんでも相談会
完全予約制にて開催いたします

茨城美味しおDay
味の素コラボメニュー

鈴木牧場 ヨーグルト等
（県庁・水戸・土浦・筑西）
御前山らーめん（水戸）
道の駅しもつま プリン（筑西）
フルーツサンド 販売日（県庁）
otofrui フルーツサンド （県庁）
御前山らーめん（県庁・筑西）
近郊野菜：田口農園（県庁）
きっちMIO 炙り豚丼（水戸）
道の駅しもつま プリン（水戸）
otofrui フルーツサンド（県庁）
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火

22

水

ＴＦＴヘルシーランチ
（チキンカレー）
タンメン

木

ローズポークとんかつ
麻婆豆腐麺

歳末セール（全店）

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガン豆カレー）

歳末セール（全店）

ローズポーク生姜焼き

ひたちなか樫村水産

五代目常造

こだわりの干物屋

干物ギフト

申込締切日

飛勘水産

あんこう鍋

ギフトセット

さば餃子セット・ラーメンセット
絶賛！予約受付中！（～22日）

三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）
晴れ晴れファーム 野菜販売（県庁）
otofrui フルーツサンド（県庁）

金

25
26

土
日

27

月

●テーマ「年金について学ぼう」
●余暇活動事例紹介
場所：教育会館（1３：30～17：００）

組合員証のご提示で

常陸牛ハンバーグ
（トマトソース）
けんちんそば/うどん

28

火

29
30
31

水
木
金

御前山らーめん（水戸）
なかみなと焼きそば（水戸）

高崎ハム

お楽しみ袋

年末のお寿司・お弁当

あんこうシーズン到来！
県庁生協初の取り扱い商品です。
日立市で捕れたさばを使用した
「さば餃子」セットと、水戸藩ラーメンの
セットからお選びください。
スープも塩味とあん肝入りの味噌味の
二種類からお選びいただけます！！

１２月２３日（木）
第３回ライフプラン講習会
１０％OFF！！

24

サツマイモのような甘みと
梨を思わせる食感。
熱を加えるとトウモロコシのような
甘い芳香を楽しめます。
れんこんを主役に！
れんこん本来の味を伝えます。

人気店のお弁当を新たにご用意しました。
恒例の人気弁当もボリュームアップ！
親睦会等のご利用お待ちしております！

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガン根菜カレー）

カレーうどん/そば

23

奥久慈しゃも

絶賛！予約受付中！（～17日）

ロイズ チョコレート 販売日（土浦）
近郊野菜：田口農園（県庁）
御前山らーめん（県庁）
キッチンMIO 豚丼（県庁）
喜多蜂 キムチ（筑西）

TFTヘルシーランチ
（釜揚げしらす丼）
スタミナ冷し・あつもり

17

レクチェ」

全国特殊鶏（地鶏）味の品評会で第一位

喜多蜂

けんちんそば/うどん

14

渡辺農園「ル

絶賛！予約受付中！（～17日）

販売日（全店）

お渡し日（県庁）

参加申込締切２１日
新しい年に願いを込めて
お飾りを作りませんか？

【予告！】１月２8日（木）
第4回ライフプラン講習会
●テーマ「あなたもCEO（最高経営責任者）
我が家の家計ﾊﾞﾗﾝｽﾁｪｯｸで
前向きﾌﾟﾗﾝを再構築」
場所：教育会館（1４：30～17：００）

お正月お飾り
アレンジメントワークショップ
１８：３０～

ひばり大ホール

本年も大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。よいお年をお迎えください！
一財）茨城県職員互助会の地産地消普及事業対象の為通常価格から割引して販売します。

詳しくは、生協HPをご覧ください。

県庁売店 初入荷！！ フルーツサンド専門店otofrui（オトフル）のフルーツサンド
２０日（月）・２１日（火）・２２日（水） ３日間の限定販売予定です♪ お楽しみに！
今月の

トピックス

カフェテリアひばり麺コーナー！！ 1日（水）・15日（水）スタミナあつもり始めました！
６（月）・7（火）・９（木）・１０日（金） 生味噌らーめん♪
いつもと違う！生みそとチャーシュー、極太めんま、コーンのハーモニーをぜひお楽しみください！！
今年も1年お疲れ様でした！！
１年の疲れを癒す県産品ギフト、特別割引価格でご用意しております♪

