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我が家では牛肉を
使う料理をあまりし
ません。みなさんは
牛肉をどのように料
理していますか。

子どもがよく噛まずに食べ
ていて心配です。どうすれ
ば丸飲みせずに噛むよう
になるのでしょうか。なかな
かスルメ等は食べてくれま
せん。

サラダに手作りのドレッシ
ングをかけたいのです
が、子どもにも食べやす
いドレッシングのレシピを
おしえてください。

子どもが成長するにつれ、足の臭
いが強烈になってきました。まめに
靴を洗ったり、家に帰ってきたら即
靴下を脱がせて足を洗っても気
になります。足の臭いが軽減する
何かよい対策はありますか。

いつもブロッコリーの
茎を使えず処分して
います。もったいない
ので茎を使ったよい
レシピがあればおし
えてください。

キャベツを使い切れ
ず捨ててしまってい
ます。どうしたら使い
切れるのでしょうか。

牛肉を使った
レシピ

子どもが丸飲みせずに
噛んで食事をする方法

子どもにも食べやすい
ドレッシングのレシピ 足の臭いを取る方法 ブロッコリーの茎

を使ったレシピ
キャベツを
使い切る方法

壬生センター
組合員さん

芳賀センター
組合員さん

足利センター
組合員さん

足利センター
組合員さん

小山センター
組合員さん

小山センター
しまうまさん

※今回「野菜中心の作り置きおかずのレシピ」「消化がよくやわら
かい食べ物」には声が寄せられませんでした。

我が家でも粉石けんを使っています。クエン酸を大さじ1～2杯、洗濯機の柔軟
剤投入口に粉のまま入れると、乾いた時にふんわりと仕上がるようになりました。
クエン酸は、同量の水で溶いて使ってもよいです。またすすぎの時に、一度「停
止」ボタンを押してから入れて、再度すすぎを始めても大丈夫です。お使いの
洗濯機に合わせてお試しください。
	 （足利センター　パフィンさん）

うちの息子も牛乳を飲まないので、シチューを作る時は水を一切使わず、肉・
野菜を炒めた後に牛乳を1ℓ使います。息子もよく食べますよ。濃い目のシ
チューをご飯にのせチーズをのせてドリアにしても大丈夫ですよ。あとは、コー
ンスープやかぼちゃスープを作る時も牛乳を使います。加熱した野菜をミキ
サーにかけてからザルでこして、牛乳とゆっくり混ぜながら作ると息子も喜びま
す。おやつはクレープ、ホットケーキ、パウンドケーキにも使用します。
	 （足利センター　ちーママさん）

菊芋をサラダで食べます。生の菊芋をよく洗い皮ごと千切りにします。ハムは短
冊切りにします。ブロッコリーとマヨネーズ、すりゴマ、味噌で和えてできあがりで
す。お好みで水菜を加えてもよいです。
	 （壬生センター　組合員さん）

化粧水をポンプの中に適量入れ振って使います。お気に入りの商品を少しで
も無駄なく使いたいと思いやっています。
	 （芳賀センター　金さん）

洗濯物の干し方に注意してみましょう。干す時は必ず裏返しにします。表側を
干すと色あせの原因になります。たて・よこを充分に伸ばすことが大切です。
伸ばしが不足すると、繊維が立たないため、ごわごわになります。タオル等を干
す時は、よくパタパタしますよね。このやり方でよく伸ばしましょう。どうしてもごわ
ごわが取れない場合は、酢を1～2滴入れてすすいでみてください。ふんわりし
ますよ。
	 （芳賀センター　Ｍ．Ｋさん）

野菜にもいろいろありますが、土の中で育ったいも類、人参、大根等はそのまま
でも大丈夫です。葉物類は長持ちしないので、なるべく早めに下処理等をして
食べましょう。なす、小松菜、かぼちゃ、ねぎ類等は下処理をして冷凍するとす
ぐに調理しやすく便利です。
	 （芳賀センター　Ｍ．Ｋさん）
にらは、すぐに傷んでしまいますよね。私は半分に切ってタッパーに入れ水を
たっぷり張って冷蔵庫で保存します。1週間は言い過ぎかもしれませんが、かな
り持ちます。水を替えるとさらによいです。
	 （宇都宮センター　ももさん）
長ねぎ、ごぼうは適当に切り、キッチンペーパーに包んで上からスプレーで水を
かけ、ビニール袋に入れ野菜室に保存します。トマト、きゅうり、りんごはキッチン
ペーパーに包みビニール袋に入れて野菜室へ。梨、柿もこの方法でしまうと長
持ちすると思います。
	 （日光センター　しゅうくんママさん）
切った野菜の残りを冷蔵庫で保存する場合、切り口の水分をキッチンペー
パーで拭き取り、きれいなキッチンペーパーを切り口に当てて包み、ビニール袋
に入れて冷蔵庫で保存します。水分が残っていると雑菌が増えてしまうので、
きれいなキッチンペーパーを使うことをおすすめします。お試しください。
	 （西那須野センター　T．Tさん）

おしえてあげちゃいます！
野菜の保存方法 （2019年11月号に掲載）洗濯物がごわごわにならない方法 （2019年11月号に掲載）

牛乳を使った料理やおやつのレシピ （2019年8月号に掲載）

菊芋の調理法 （2019年6月号に掲載） 2019年8月号きいて！きいて！に
切り干し大根のレシピが載ってい
ましたが、水で戻して味ぽんで和
えるだけでもさっぱり食べられま
す。ごま油を足してもよいですよ。
家族にも好評です。
	 （芳賀センター　組合員さん）

2019年6月号おしえてあげちゃ
います！に掲載の梅のレシピ
を作ってみました。冷たくして
食べています。熱中症予防に
もよいと思います。クエン酸が
たっぷりでさわやかです。
	（壬生センター　組合員さん）

きいて！きいて！

きいて！きいて！ ためしてためして

みました！
みました！

新年のご挨拶を申し上げます
みなさまにとってよいお正月となりますように

ポンプ式ジェル状の化粧品を使い切る方法 （2019年6月号に掲載）



楽しく！ おいしく！ 便利に！楽しく！ おいしく！ 便利に！

「ためしてみました」　「こんな食べ方あります」など、3ページ下段の用紙でお寄せください。声をお寄せください！声をお寄せください！

おしゃべり・かわら版❷

根菜とは、土の中に埋まっている部分を食べる野菜の総称です。水分が少なく、ビタミン、ミネラルが多い根菜類は内側から体
を温める野菜として知られています。また、抗酸化作用や免疫力アップ等さまざまな嬉しい効果もあるようです。根菜類のメ
ニューをたっぷり食べて、寒い冬を元気に乗り切りましょう。

で体をあたためよう

2020年1月号　Vol.214

ごぼう		 	1/2本
玉ねぎ		 	1/2個
バター		 	20g
コンソメ		 	1個
水		 	300ml
牛乳		 	500ml

ごぼう		 	1本
きゅうり		 	1本
油		 	適量
白だし		 	大さじ1
水		 	400ml
マヨネーズ		 	大さじ2

れんこん		 	10㎝
塩		 	適量
板チョコレート		 	1枚
油		 	適量

里芋		 	5個
産直げん気鶏を使った鶏だんご		 	5個
水		 	300ml
白だし		 	大さじ2
片栗粉		 	大さじ1

【材料】

【材料】

【材料】 【材料】

【作り方】

【作り方】

【作り方】
【作り方】

■ ごぼうのポタージュ

■ ごぼうのデパ地下風サラダ

■ れんこんチップ　チョコレート

ごぼう れんこん

さつまいも

里芋

■ 里芋だんごの和風あんかけ

①　ごぼうは斜め薄切り、玉ねぎは薄切りにして、
それぞれ軽く水にさらしてザルにあげておき
ます。

②　鍋を中火にかけてバターを溶かし、①を軽く
炒めます。

③　②に水とコンソメを入れて沸騰したら弱火に
して10分位煮て冷ましておきます。

④　③を1分位ミキサーにかけ、鍋に戻します。
⑤　④に牛乳を加え、混ぜながら温めたらできあが
りです。お好みでコンソメを足してもよいです。

①　ごぼうを千切りにし、軽く水にさらしてザルに
あげておきます。

②　フライパンに多めの油を引き、①を入れて軽く
揚げ焼きにします。

③　鍋に白だしを加えた水を入れて温め、②を入
れて少し煮てからザルにあげ水気を切りま
す。

④　③に千切りしたきゅうりとマヨネーズを和えた
らできあがりです。

①　れんこんを薄い輪切りにし、水にさらしてから
ザルにあげておきます。

②　フライパンに多めの油を入れ①をカリッとする
まで揚げたら、油を切っておきます。

③　②に塩を振ります。
④　板チョコレートを細かく刻んで湯せんにかけ
て溶かし、れんこんの半分くらいをチョコレー
トに浸して絡ませたらできあがりです。

①　里芋は皮のまま洗い、ラップに巻いて500Wの電子レ
ンジで5分位加熱し、皮を剥き潰しておきます。

②　お椀の形に沿ってラップを敷き、5等分した①をお椀
に広げます。真ん中に冷凍のままの鶏だんごを入れ、
ラップごと包み丸く成形します。残りも1個ずつ繰り返
します。

③　②をラップごとお皿にのせて、500Wの電子レンジで5
～6分位加熱し、そのまま粗熱を取ります。

④　水と白だしを温めて、大さじ1の水で溶いた片栗粉で
とろみをつけます。

⑤　器に③を入れ、上から④をかけたらできあがりです。

切ると色が変わりやすいので水にさらすことで知
られていますが、実はあく抜きをすると抗酸化作
用や香り、うまみが逃げてしまいます。あく抜きはで
きるだけ短い時間にとどめておくのがおすすめで
す。

シャキッとしたイメージのれんこんですが、実は切り
方によって味わいに違いが出ます。例えば薄い輪
切りはシャキシャキに、厚い半月切りはホクホクに、
そして縦切りならカリッとした食感になります。お好
みの切り方を見つけてみるのもよいですね。

さつまいもに食物繊維が多く含まれるのはご存知
の方も多いと思いますが、意外にもビタミンCも豊
富です。また、ビタミンCがでんぷんに包まれてい
るため熱に強く、焼いたりふかしたりしても残って
いるのがうれしいですね。

里芋のぬめりには胃を保護する等の成分が含まれていま
す。お好みですが、皮を剥いたら洗ったり塩もみをせずに
ぬめりが残ったまま使うとよいようです。

さつまいも		 	1本
油		 	適量
きび砂糖		 	大さじ2
塩		 	小さじ1/2

ごぼう		 	1/2本
れんこん		 	5㎝位
大根		 	10㎝位
人参		 	1/2本
里芋		 	5個
玉ねぎ		 	1個
じゃがいも		 	1個
鶏もも肉		 	150g
水		 	1000ml
だしの素　かつお風味（粉末）		 	10g
市販のカレールー		 	お好みの量

【材料】

【材料】

【作り方】

【作り方】

■ おさつスティック

根菜類をたっぷり使って

■ 根菜和風カレー

①　さつまいもを、長さ約5㎝で約1㎝角の棒状に
切り、水にさらしてザルにあげておきます。

②　170℃の油で①を素揚げしておきます。
③　ボウルにきび砂糖と塩を混ぜて、②を入れ、ボ
ウルを振るってまぶしたらできあがりです。

①　ごぼうは1㎝の斜め切りにして、水にさらしてザルに
あげておきます。

②　れんこん・大根・人参・里芋・玉ねぎ・じゃがい
も・鶏もも肉を約1㎝角に切っておきます。

③　鍋に油を引き、①と②を入れて炒め、なじんだら水を
入れて煮ます。材料がやわらかくなったら、火を止め
てだしの素を入れ、お好みの量のカレールーを溶か
して、とろみが出るまで弱火で煮込んだらできあがり
です。
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寄せられた“声”が
広がります！

寄せられた“声”が
広がります！

など、なんでも
お気軽にお寄
せください。

…

事業所名	【　　　　　　			センター	・配達曜日（　　）】

きいて！
きいて！

私は
こうして
います

氏名掲載を希望されない方は、［氏名掲載を希望しない］に○をご記入ください。いた
だいた個人情報は、商品案内・機関誌・ホームページなどで生協名・氏名・メッセージの
掲載に使用し、その他の目的には使用しません。氏名掲載を希望しない場合はイニ
シャル・ペンネームなどで掲載させていただきます。

　　　　	【　　　　　　			店】（センター名・店名をご記入ください）

お名前　　　　　　　　		ペンネーム可
お電話	（　　　）　　		－　　		氏名掲載を希望しない（　）

※

おしゃべり・かわら版 ❸

とちぎコープは
レジ袋削減に
取り組んでいます。

とちぎコープは
レジ袋削減に
取り組んでいます。

＊＊＊＊＊募金の方法＊＊＊＊＊

募金活動にご協力ください
コープデリでの募金 OCR注文書・eフレンズから募金ができます。

募金は、OCR注文書の6桁コード注文欄に記入し
ます。例えば盲導犬育成支援募金は、「286541」
と書き込み、数量を1と記入すると100円、10と記入
すると1,000円の募金になります。数量は2桁まで
ご記入いただけます。また※の付いた募金は貯
まったポイントでの募金も承っております。ポイント
募金については配達担当者までお尋ねください。

レジで募金を受付し
ています。サービスカ
ウンターやサッカー台
（精算を終えた品物
を袋に入れるための
台）などに募金箱を
ご用意しております。

店舗での募金

盲導犬育成支援募金
くらし・平和活動支援募金

募金の種類 6桁注文欄記入番号

※ユニセフ募金（一般募金）
※東日本大震災復興支援募金
「ふれあいコープ」福祉事業支援募金（寄付金）

1
9

–
–

4
1

5
4

6
6

8
8

2
2

1 –04682
3 –44682
7 –65682

…

　テレビで放送されている台風被害地区は絶句してしまうほどの状況でした。
配達の際には、後片付けをしている地域の皆様にご迷惑にならないように停車
することを心がけました。いちご農家の組合員さんは「2月に種まきをして苗を9月
に植え込んだばかりなのに、今回の被害を受けて全滅してしまった。収入源がそ
れだけだからどうしよう」と、自営の方は「工場の機械がダメになって工場をたた
むことにした」とおっしゃっていました。たった一晩で起きた台風災害が、組合員
さんとご家族の生活を変えてしまっている状況に、言葉もありませんでした。床上
浸水しているお宅では、組合員さんが「たすけあい」に加入
されていることがわかり、住宅災害で共済請求ができること
をお伝えしました。「他社では一切出ないと言われたの。人
にかけたつもりだったけど、家のことまで保障してくれるのは
ありがたいわ」と涙目になられていました。また多くの組合員
さんから「こんな時まで配達してくれてありがとう」と言ってい
ただき、感慨深くなりました。報道で流れる情報は3～4日で
終わってしまいますが「寄り添った対応とは何だろう」「他に
何かできることはあるのだろうか」と、考える毎日です。

この度の台風で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
とちぎコープでは被災された方に配達時に飲料水やタオルをお届けしました。

12月度 理事会だより12月度 理事会だより

●11月度のまとめ
とちぎコープ全体の総事業高は24億876万円で、経常剰余金は
5828万円でした。1253人の新しい組合員さんをお迎えしました。

●第31回通常総代会開催計画追加について確認されました。
●「役員任期・定年等に関する申し合わせ」の一部改定につい
て確認されました。
●「コープおもちゃのまち店」一部改修工事に伴う設計事務所との
契約承認の件について確認されました。

●コープ共済連臨時総会「代議員候補者」の選出について確認
されました。
●理事協議会報告
今年の7月1日から8月16日にかけて行われたお茶会のまとめ報
告がされました。今年は4,958件、28,877名の方々に参加してい
ただきました。報告書からは「子どもの世話に追われて、なかな
かゆっくり話をすることがなかったので、お茶会ができてよかっ
た」等、何かと気ぜわしい日常の中でお茶会が一つのきっかけと

なり、人と人とがつながる場として役立った様子が伺えました。お
しゃべりの内容は食や子育て、健康について等、くらしの中の身
近な話題や知恵の交流の他、政治・社会問題や環境問題等
多岐にわたりました。また、親の介護や看取り、将来の年金や老
後への不安等、切実な声もありました。そんな中、組合員さんの
安心・安全なくらしを支える上で生協に対する信頼や期待が
大きいことも感じられました。今年は申込期間が例年より早かっ
た影響か、開催数が昨年より減ってしまったので、今後お知らせ
の仕方等を工夫してさらに多くの方に開催していただけるように
していきたいです。
●栃木県生協連報告
◦2019年度第2回定例理事会を開催。
◦定期学習会「高崎経済大学教授　矢野氏による、戦後であり続
けるための日本経済論」を開催。
◦第14回うつのみや食育フェアにくらし部会として出展。
◦福祉部会を開催。地域の願いと、職員の意識をどうつなぐかを

交流。
◦宇都宮中央卸売市場運営協議会に出席。
◦食の安全ネットワーク・栃木県・宇都宮市共催で、食の安全
に関するリスクコミュニケーションを開催。
◦とちぎ消費者カレッジを農業大学校にて開催。
◦台風19号により会員も床上浸水等被災。栃木市の特養かた
やなぎ等へ、生協職員がボランティア参加を開始。

　台風19号では小山センターエリアでも場所によって大きな被害がありました。組
合員さんご自身や、組合員さんの身近な方も被害に遭われていて、日常を奪われ
た方が大勢いらっしゃいました。
　配達の際には組合員さんへ「大丈夫でしたか」と声をかけながらお伺いしまし
た。その中に職場グループとしてコープを30年以上利用されている病院がありま
す。お伺いすると「グループの人ではないんだけど、大変な状況の人がいるの。一
緒に働く仲間だから何かしてあげたいけど、何もしてあげられなくてね」と気落ち
されている様子でした。私にも何かできることはないかと、いて
も立ってもいられない思いになり、他コースの担当にも相談し
たところ「お水あるから、持って行ってあげて」とトラックに積ん
である水を渡してくれました。すぐに病院へ戻り、水をお渡し
すると、先ほどの組合員さんが「いいんですか、きっと喜んでく
れると思います。ありがとう」と涙を浮かべて受け取ってくださ
いました。院長先生からも「長い間みんなで生協を続けてい
ますが、さすが生協さん。ありがとう」の言葉をいただきまし
た。お二人の顔を見てお役に立てたことを実感しました。

被災された組合員さんに寄り添って 助け合いの気持ちから

小山センター
新井麻美　担当

足利センター
牧野良江　担当

1月号
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●商品検査レポート　11月度の商品検査件数　（毎月下記の検査を実施しています。）
検査種類

検査の項目

11月度検査数

2019年度
検査品目累計

食品の表示を確認する検査

微生物
検査

合計
調査食品の品質を確認する検査微生物や食品中に残留する化学物質等の検査

残留農薬 動物用
医薬品

食品
添加物 硝酸濃度 汚染

物質等 カビ毒 ヒスタミン 官能検査 品温検査 品質 特定
原材料 栄養成分 肉種・品種・

産地判別
お申し出品

検査
（左記以外）

施設衛生
検査

放射性
物質

遺伝子
（微生物）

品目数 1,830

13,034

81

575

25

151

17

121

0

0

29

59

9

106

38

339

0

0

24

210

86

779

45

332

83

546

35

93

12

12

211

3,780

2,725

21,515

189 11

1,275 103

11月度の経営状況について
●11月度（単月） ●2019年度累計（4月度〜11月度）

組合員数 平均出資金

総 事 業 高
事業総剰余金
事業経費合計
経常剰余金

実　　績 実　　績

25万9914人

24億876万円
5億8843万円
5億3529万円

2万9526円

181億2354万円
44億3227万円
42億9430万円

5828万円 2億3478万円
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　近年日本各地では自然災害が相次ぎ、甚大な被害がでています。また、首都直下地震や南海トラフ地震のような、巨
大災害がもたらす危機的状況を危惧する声も高まっています。大災害が発生した時、まず水や食料の確保が最優先
されますが、公的な支援物資はすぐに届かないかもしれません。お店には人が殺到し、商品がすぐに無くなってしまうこ
とも考えられます。救援が届くまで、私達は身の回りにある物で生活をしていかなければならず、行政では「家庭でも1週
間分の水と食料の備蓄を」と呼びかけています。
　被災を経験された方のお話で「災害時にいつも食べていた物が食べられた時、大きな安心感につながり心を落ち着かせることができた」との報告
がありました。そこで今回は、普段の買い置き食品を備蓄に活用する知恵「ローリングストック」についてご紹介いたします。

■ローリングストックとは
　いわゆる非常食は、3～5年ほど保存できる乾パンや缶詰等を備蓄しておき、賞味期限が切れる頃に入れ替えをします。「入れ替え時に毎日食べ
続けなければならない」「気が付いたら賞味期限が大幅に過ぎていてすべて廃棄した」といった経験をされたことはありませんか。
　ローリングストックは、普段使う食品を多めに買い、日常的に飲食し、使った分だけ買い足すことを繰り返し（ローリング）、常に家庭に普段食べ慣
れている食品をストックするという新しい備蓄の方法です。
　災害時こそ慣れ親しんだ味を食卓に。まずはいつもの常備品を見直し、少し多めに買っておくことから、ローリングストックを始めてみてはいかが
でしょうか。

1 週 間 分の水と食 料を備えよう

品名 内容例 CO・OP商品の一例
飲料水

主食

汁物

レトルト

缶詰

乾物

その他

1人1日3ℓ×家族人数×1週間

米、長期保存可能なパン、乾麺、レトルト粥、パックごはん、カップ
麺、インスタントラーメン、シリアル等

インスタント味噌汁、カップスープ、缶入りスープ、レトルトスープ
等

パスタソース、レトルトカレー、丼系レトルト等

・素材系缶詰（コーン、トマト、ミックスビーンズ等）
・魚、肉、果物系缶詰（シーチキン、スパム、サラダチキン、フ
ルーツミックス等）
・総菜系缶詰（おでん、さばの味噌煮、焼き鳥等）
乾燥わかめ、切り干し大根、干し椎茸、高野豆腐、麩、ドライフ
ルーツ等
・茶類、豆乳、スポーツドリンク、ゼリー飲料、野菜や果物の
ジュース等の飲料品
・砂糖、塩、しょうゆ、味噌、油等の基礎調味料
・乳幼児のミルクや離乳食、子どもの菓子、高齢者や食物アレ
ルギーの方等、それぞれの家族に合った物

おいしいご飯、おいしい赤飯、おいしい雑穀十五穀ごはん、おいしい五目お
こわ、白がゆ、梅がゆ、モーニングクロワッサン、焼うどん、讃岐ざるうどん、そ
うめん（国内産小麦使用）、国産原料そば、とろろそば、更科そば、イタリア
スパゲッティ、コープヌードル、わかめラーメン、コーンフレーク
即席みそ汁いろいろ、たまごスープ、野菜の美味しいスープ、野菜の美味し
いスープミネストローネ風、真っ赤なトマトのスープ、沖縄県産もずくスープ、
淡路島産たまねぎのスープ、麻辣とうふスープ、野菜ポタージュバラエ
ティーセット、オクラのごま豆乳スープ、豚汁
ミートソース、ナポリタンソース、カルボナーラ、ボンゴレビアンコ、ボロネーゼ、
ビーフカレー、キーマカレー、バターチキンカレー、ハッシュドビーフ、きのこカ
レー、調理済おでん、中華丼の具

はごろもシャキッとコーン、大豆ドライパック、ひじきドライパック、フルーツミック
ス、ライトツナフレーク、鶏ささみフレーク、いわし蒲焼、さばみそ煮・水煮

ひとくちこうや豆腐だし付き、切干大根、みそ汁の具、海藻サラダ

ハト麦入りさわやかブレンド茶ノンカフェイン、国産大豆の豆乳飲料麦芽
コーヒー、野菜ジュース食塩無添加、ドリンクゼリー、スポーツドリンク、味付
高菜（瓶）、ひとくちたらこ（瓶）、梅おかか（瓶）、国産岩海苔100％海苔佃煮
（瓶）、とりそぼろ、わかめふりかけ

おいしい水谷川山系、ミネラルウォーターあずみ野の水

「いつでも注文　保存版カタログ」には、コープ商品を中心に食料品や日用品の定番品が掲載されており、カタログの有効期間中であれば、どの週でもご注文い
ただけます。インターネット注文「eフレンズ」では、カタログに掲載していない商品もあります。食物アレルギー配慮商品やベビー商品も一覧で掲載していますの
で、ご家庭のローリングストックにこちらもご利用ください。

HOT！情報HOT！情報

第27回湯西川温泉かまくら祭が開催されます。「日本夜景遺産」に認定
された沢口河川敷ミニかまくらのライトアップ、沢口会場では人気のかまく
らの中でのバーベキューをぜひお楽しみください。
※内容は変更になる場合がございます。
期間中のイベントの詳細は、日光市観光協会にお問い合わせください。

湯西川温泉　かまくら祭 期間：1月31日（金）夜～3月1日（日）　
会場：平家の里（栃木県日光市湯西川1042）他
主催：湯西川温泉かまくら祭実行委員会　　
問い合わせ先：日光市観光協会　
電話：0288－22－1525
ホームページ　http://www.nikko-kankou.org/event/1210/

NPO法人（特定非営利活動法人）として法人格を有し、栃木県内で1年以上の活動実績のある団体を対象とします。

［応募期限］　2020年1月20日（月）
とちぎコープのホームページから「申込用紙」をダウンロードして申請してください。
https://tochigi.coopnet.or.jp/

日時：1月25日（土）
午前10時～午後3時

場所：コープおもちゃのまち店

とちぎコープ　ＮＰＯ法人　助成金募集 無料年金相談


