県庁生協

月間カレンダー（令和４年

１月1日～1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。
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４

火
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予約販売

定食・丼 休止
配達弁当休止

ＴＦＴヘルシーランチ
（和風ハンバーグ）

年始のお弁当 お渡し日
御前山らーめん（水戸）
時短営業～１７：３０（県庁）
時短営業～１６：３０（水戸・土浦・筑西・鉾田）
年始のお弁当

チラシ掲載税込価格からさらに５％OFF！
バラエティ豊かなチョコレート大特集♪

お渡し日

ハーベスト１月号

あんかけ炒飯

絶賛！予約受付中！（～1２日）
那珂湊焼きそば（水戸）
Fourdays 食パン（県庁・水戸）

６

木

ローズポークとんかつ

７

金

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガンキーマカレー）

８

土

９
１０

日
月

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

ローズポークとんかつ

１４

金

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガン根菜カレー）

１５
１６

土
日

近郊野菜

ローズポーク生姜焼き
火

１９

水

イチゴ（県庁）

小林農園（県庁）

しもんぱん アップルパイ （県庁）
道の駅しもつま 下妻プリン（筑西）

常陸牛ハンバーグ
（おろしポン酢）
カレーうどん/そば

１８

鹿島セントラルホテル ヨーグルト
チーズケーキ 予約締切日（全店）

久野ファーム

木

月

情報紙「」せいきょう」１月号にも掲載♪
生協鉾田売店オススメ！商品です。
定番のヨーグルトはシロップ付きで
１箱５個入りです。
チーズケーキはクリームチーズをベースに
イタリア産バルメザンチーズとオランダ産
エダムチーズをブレンドしたまろやかな食感
のベイクドスフレタイプです。

イチゴ（県庁）

三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）

１３

１７

絶賛！予約受付中！（～7日）

近郊野菜：田口農園（県庁）

火

水

永井農業

加宝地ほしいも

久野ファーム

けんちんそば/うどん

１２

ひたちなか市

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

ローズポーク生姜焼き
１１

メグミルクコラボ！
野菜たっぷりチーズタッカルビ
学校給食献立コンクール
県知事賞受賞メニュー 定食

水戸市

小林農園

ほしいも
絶賛！予約受付中！（～12日）

木

地共済受託事業

近郊野菜：田口農園（県庁）
キッチンMIO 炙り豚丼（県庁）
那珂湊焼きそば（水戸）
御前山らーめん（水戸）

第１回教養文化の元気回復事業
「新聞ばっぐ・防災スリッパ作り」
（2/5開催）申込締切日

バレンタインギフト
絶賛！予約受付中（～20日）
非アルコール系、非塩素系 ヨウ素の力で除菌するアイテム
です。ヨドックススプレーは東京２０２０オリンピックに採用され、
国立競技場と選手村で使用されました。
※商品のお渡しは２月４日となります。
お渡し時に売店にてお支払いください。

三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）

久野ファーム イチゴ （県庁）
ヨードラボ製品 ヨドックススプレー・マスク
他
予約締切日（全店）
大子 糀やさんの味噌 予約締切日（全店）

麻婆豆腐麺

２１

金

２２

土

２３

日

２４

月

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
鈴木牧場 ヨーグルト等
（県庁・水戸・土浦・筑西）
喜多蜂 キムチ（県庁）
しもんぱん アップルパイ（水戸）
キッチンMIO 炙り豚丼（水戸）

常陸牛ハンバーグ
（トマトソース）

久野ファーム イチゴ （県庁）
藤田観光りんご園 アップルパイ
りんご丸ごとバウム 販売日（全店）

ローズポーク生姜焼き

２６

火

水

創業２百余年、茨城県大子町で心を込めて作り続けた伝統の味。
美味しさと健康にこだわった手作り味噌是非ご賞味ください。
初めてご購入の方にオススメ！今回特別に５００ｇ味噌を販売！

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガン豆カレー）

けんちんそば/うどん

２５

公務員賠償責任保険募集開始‼
（申込締切 ～2/18）

久野ファーム イチゴ（県庁）
鹿島セントラルホテル ヨーグルト
チーズケーキ 販売日（全店）
藤田観光りんご園 アップルパイ
りんご丸ごとバウム 予約締切日（全店）

近郊野菜 小林農園（県庁）
Fourdays 食パン（県庁・水戸）

茨城美味しおDay
味の素コラボメニュー

アフラック保険募集開始‼
（申込締切 ～2/28）

第４回茨城おみやげ大賞金賞受賞！
ごろっと大きなりんごにシナモンの香り・・・
りんごとナッツの楽しさ
サクサクパイ生地にしっとりスポンジ
大人気のアップルパイ！
大子のりんご１個がそのままに入った
バウムクーヘンはインパクトがすごいです。
美味しさも抜群です♪

タンメン

２０

保険・その他

元日

カレーうどん/そば
５

売店情報

県庁食堂企画メニュー情報

つくろう料理コンテスト
最優秀賞受賞メニュー 定食
ＴＦＴヘルシーランチ
（和風ハンバーグ）

信州

杉山農園

青森

りんご

「日経ビジネス」・「日経WOMAN」・「日経コンスト
ラクション」・「日経アーキテクチュア」・
「日経マネー」・「日経トレンディ」・
「ナショナルジオグラフィック日本版」他
日経グループの専門雑誌が１０％OFFでご購読
いただけます。新規申込特典として各誌特別
小冊子などをプレゼント。
大変お得なこの機会をぜひご利用ください。

りんご

絶賛！予約受付中！（～2月25日）

特別価格！！
新規申込の場合さらに特典付き！

近郊野菜：田口農園（県庁）

日経グループ専門情報誌 他

定期購読

絶賛！予約受付中（～２７日）
三宝産業：豆腐 ゆば等（県庁）
協同食肉：精肉販売（県庁）

スタミナ冷し・あつもり

久野ファーム
２７

木

ローズポークとんかつ

近郊野菜

大子
２８

金

２９
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土
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３１

月

イチゴ（県庁）

小林農園（県庁）

糀やさんの味噌

愛媛

中島みかん園

温州みかん

販売日（全店）

（今津ぽんかん・宮内いよかん）
絶賛！予約受付中！！

（県庁・水戸）

象印おススメ商品を特別価格でご提供！

ＴＦＴヘルシーランチ
（ヴィーガン野菜カレー）

常陸牛ハンバーグ（和食ソース）
カレーうどん/そば

肉の青木

芋豚カツサンド

久野ファーム

イチゴ（県庁）

象印

特選品のご案内

絶賛！予約受付中！（～２/１０）

1月２８日（金）
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）

地共済受託事業

第2回教養文化の元気回復事業
「Wreath リース作り」
（2/19開催）申込締切日

詳しくは、生協HPをご覧ください。

【予約】

鹿島セントラルホテル 創業以来の変わらぬ美味しさ！
ヨーグルト《１箱５個入り》（特製シロップ付）・チーズケーキ（５号） 予約締切日 １１日（火）

【県庁売店】

１月中旬～毎週月・木曜日※祝日にあたる場合翌営業日
茨城県 水戸市

今月の

【カフェテリアひばり】

トピックス

久野ファーム イチゴの販売開始‼

コラボメニュー提供します

１８日（火）雪印メグミルクコラボ

２０日（木）味の素コラボ

※やよいひめの入荷は不定期となります

県庁生協協賛コンテストの受賞メニューも提供します！
１９日（水） 学校給食献立コンクール
県知事賞（最優秀賞）受賞メニュー
２５日（火） つくろう料理コンテスト
最優秀賞受賞メニュー

いばらき美味しおDay
美味しお定食
県職員の福利厚生事業の一環として保険商品のご案内と募集を行います！※加入条件等はご案内をご確認ください。

野菜たっぷりチーズタッカルビ
【保険】

とちおとめ・やよいひめ

職場で安心して働いていただくために

公務員賠償責任保険

申込締切日：２月１８日（木）

（「職務関連行為に起因して提起される
民事訴訟補償特約」セット）

がん保険・医療保険

アフラック

申込締切日：２月２８日（月）

募集代理店：(株)日立総合サービス ・ (株)高木総合保険センター・北関東ファミリー(株)
(株)日本ビジネス ・(有)ファミリーライフクラモチ

