県庁生協

月間カレンダー（11月１日～11月30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

11/1

月

売店情報

県庁食堂企画メニュー情報

曜日

常陸牛ハンバーグ（トマトソース）
キリンビバレッジコラボ
スペアリブの紅茶煮
けんちんそば/うどん

神栖 パン工房ファリーナ
究極のメロンパン 申込締切日
（全店）
茨城県民手帳販売開始

NEW

茨城町コラボ
茨城町の恵定食

2

火

・飯沼栗のごはん
・朝倉ポークと小松菜の炒め物
・ほうれん草の胡麻和え
・樋沼のしじみ汁

３

水

文化の日

4

木

ローズポークとんかつ
キリンビバレッジコラボ
カオマンガイ風炊込みご飯

5

金

6
7

土
日

8

月

9

10

火

水

茨城町 飯沼栗 販売（県庁）
御前山らーめん（県庁）
近郊野菜 田口農園（県庁）

木

12

金

13
14

土
日

15

月

れんこんフェア
れんこんと鶏の甘辛炒め定食
主菜・副菜 れんこんメニュー

れんこんフェア
主菜・副菜

れんこんメニュー

常陸牛ハンバーグ
（デミソース）

日本全国

17

18

究極のメロンパン 販売日（全店）
御前山らーめん（県庁）
近郊野菜：田口農園（県庁）
北海道 ルタオ（水戸）
御前山らーめん（筑西）

19

小林農園（県庁）

やなわぁ工房

栗ケーキ 販売日
（水戸・鉾田）

やなわぁ工房

栗ケーキ 販売日
（土浦）
近郊野菜：田口農園（県庁）
御前山らーめん（県庁）

水

三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）

ローズポークとんかつ

近郊野菜 小林農園（県庁）
Fourdays 食パン（県庁・水戸）

やなわぁ工房

栗ケーキ

販売日
（県庁）

22

月

常陸牛ハンバーグ（おろしポン酢）
志ち乃 どらやき 販売日
キリンビバレッジコラボ
（県庁・県警）
スペアリブの紅茶煮
御前山らーめん（水戸）
カレーうどん/そば 那珂湊焼きそば（水戸）

23

火

勤労感謝の日

水

ＴＦＴヘルシーランチ（チキンカ
レー）
タンメン

スペインワインとオリーブオイル
販売日（全店）
志ち乃 どらやき 販売日
（土浦・筑西）
三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）

木

ローズポークとんかつ
麻婆豆腐麺
キリンビバレッジコラボ
カオマンガイ風炊込みご飯

近郊野菜 小林農園（県庁）
志ち乃 どらやき 販売日
（水戸・鉾田）
大子フェア

26

金

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガン豆カレー）

大子フェア

27
28

土
日
喜多蜂

キムチ
（県庁・水戸・土浦・筑西）
鈴木牧場 ヨーグルト等
（県庁・水戸・土浦・筑西）
けんちんそば/うどん
御前山らーめん（水戸）
なかみなと焼きそば（水戸）

常陸牛ハンバーグ（トマトソース）

30

火

常陸の輝き

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！（～12月22日）

日立市で捕れたさばを使った【さば餃子セット】
水戸藩ラーメンを入れた【ラーメンセット】
スープは「塩味」と、あん肝入りの「味噌味」の
２種類からお好きなものをセットにできます。
※冷凍でのお届けとなります。

秋田・新潟・青森

ご当地鍋頒布会
絶賛！予約受付中！！（～１８日）
秋は戻りがつおのシーズン
高知 多田水産

わら焼きかつお

たたき

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

各県庁生協自慢の美味しい鍋をご自宅で！
３鍋合計9,980円（税込）。
毎月ご指定日にお届けいたします。
12月：秋田比内や きりたんぽ鍋
1月 ：新潟 地鶏鍋 ＋ 珍味セット
2月 ：青森県産 鴨鍋セット
※冷凍でのお届けとなります。

絶賛！予約受付中！（～１２月２０日）
野口農園

霞ケ浦産

柳蓮田れんこん
絶賛！予約受付中！（～１２月１７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

日

月

全国有名ラーメン店
行列のできるお店食べ比べ企画

絶賛！予約受付中！！（～３０日）

21

29

絶賛！予約受付中！！（～１２日）
商品お渡し：１２月１０日（金）以降

大人気の「いばらきコープ」オリジナル
ミールキットを再現します。

土

25

ブルゾン・ジャンパー

今年のジャンパー・ブルゾンは薄手のものと
厚手のもの２種類をご用意♪ワンポイントの
ワッペンも生協オリジナル（あんこう・筑波山）
に加え新たに「茨ひより特別仕様」も選べます！
※各売店に見本もご用意しています。

絶賛！予約受付中！（～１２月８日）

20

24

いばらきスマイル・いばらきチャレンジ
茨ひより特別仕様version

柔らかく、芳醇な味わい。
近郊野菜

TFTヘルシーランチ
（釜揚げしらす丼）
スタミナ冷し

茨城美味しおDay
味の素コラボメニュー

チラシ掲載税込価格から１０％OFF
ハーベスト１2月号
絶賛！予約受付中！（～17日）

絶賛！予約受付中！（～１８日）

雪印メグミルクコラボ
チーズ仕立ての白い
ビーフストロガノフ

金

●テーマ
「今（現役時代）とセカンドライフの違い
を検証
理想の充実人生への道を見つけよう！」
場所：教育会館（14：30～17：００）

組合員特別価格！話題店が満載です！
三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）

火

木

ラーメン紀行

第２回ライフプラン講習会(1１/５)

申込締切日

スペインワインとオリーブオイル
けんちんそば/うどん
申込締切日（全店）
16

2022年
ベストカレンダー＆グッズ

ラーメンで旅する日本旅行

ゆずラーメン
11

メディア掲載多数‼
メロンの果汁・果肉を贅沢に練りこんで
仕上げた生地はメロンの香りそのもの！
なめらかなカスタードクリームを挟んだ
ケーキのような味わいの究極のメロンパンです♪

絶賛！予約受付中！（～５日）

笠間市 やなわぁ工房【生栗】
常陸牛ハンバーグ（和風ソース）
予約締切日（全店）
カレーうどん/そば 御前山らーめん（水戸）
なかみなと焼きそば（水戸）

ＴＦＴヘルシーランチ
（たこめし）
ゆずラーメン

保険・その他

税込定価より約１０％OFF！
近郊野菜 小林農園（県庁）
Fourdays 食パン（県庁・水戸）

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガン野菜カレー）
台湾風まぜそば

ローズポーク生姜焼き

予約販売

ローズポーク生姜焼き

近郊野菜：田口農園（県庁）
御前山らーめん（県庁）

丸大の冬ギフト
絶賛！予約受付中！（～１２月１0日）

くりや

焼き栗ギフト

茨城県産の栗を低温熟成で甘さを引き出し、
専用の焼き栗機で丁寧に焼き上げました。
贈答用箱入でのご案内です。
お歳暮等のお遣い物にもおすすめの一品です。
※賞味期限：１０日間

絶賛！予約受付中！！（～１２月17日）
愛媛

中島みかん園

温州みかん
（宮川早生・南柑20号）
絶賛！予約受付中！！

信州 杉山農園
りんご
・シナノスイート・シナノゴールド
・サンふじ
絶賛！予約受付中！（～30日）
五霞

リピーター続出のみかんです！
【宮川早生】薄皮で食べやすくクセになる味♪
申込締切：～３０日
【南柑２０号】とにかく甘～いみかんが好き！
という方におすすめです。
申込締切：１２月１０日

【予告！】１２月２３日（木）
第３回ライフプラン講習会
●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）

あかぼっけ

田舎はちみつ
絶賛！予約受付中！！（～１２月17日）

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。

県庁生協オリジナル いばらきスマイル・いばらきチャレンジ
茨ひより特別仕様
ジャンパー ・ ブルゾン 12日（金）予約締切です！
食堂・売店合同企画！！
２日（火）茨城町 飯沼栗
今月の

トピックス

ホームページから
も注文できます！

食堂：茨城町の恵定食（飯沼栗のごはん・浅倉ポークと小松菜の炒め・ほうれん草の胡麻和え・涸沼のしじみ）
県庁売店：飯沼栗 販売
１１日（木）１２日（金）れんこんフェア♪

食堂：れんこんと鶏の甘辛炒め他れんこんメニュー提供 売店：れんこん販売

生協の冬ギフト♪お遣いものだけでなく、ご自宅用にもおすすめ商品を多数取り揃えています。
是非ご利用ください！親睦会や団体でのご利用も承ります。

