
横浜北生活クラブ生協

水

定
休
日

1 ポイント3倍 2 ポイント3倍 3 4 5

6 ポイント3倍 7 ポイント3倍 8 9 黒豚 10 ポイント3倍 11 ポイント3倍 12 ポイント3倍

定
休
日

13 14 15 16 金華豚 17 18 特別弁当 19 ポイント２倍

定
休
日

20 21 22 23 24 25 ほうきね牛 26 ポイント2倍

定
休
日

27  28  29 30  31 寿司の日

定
休
日

　
・鶏卵5％引き
・刺身盛り合わせ

　
・ショコラテリーヌ夏み
かんピール入（冷凍）

 
・初かつお、さわ
らまつり

・沖紅鮭特売
・お米のホットケーキ
ミックス
・有機和紅茶ティー
バッグ憩

　
・鶏卵5％引き
・刺身バイキング
１Ｐ－５８０円
２Ｐ－１０００円

 
・金胡麻どうふみそ
だれ付

　
～新規品～
・北海道産塩味えだ
まめ（冷凍）
・ミニオムレツ

・カキ氷シロップ
（いちご、ぶどう）

　
にぎり寿司３時入
荷
・和風ごぼうサラダ
・ふんわりチョコドッ
グ（冷凍）

　
・ヴィボン来所
（オリーブオイル生
産者）11時～1時

　
・泰山食品来所
（明太子生産者）
11時～1時

　
・秋川牧園来所
（鶏肉生産者）
3時～5時

　
・ウェルライフ来所
（健康補助食品生産
者）11時～1時

　
・ダブル・エル・ジー来
所（カレーの生産者）
11時～1時

　
・一口ようかん各種
・わたらい茶かすてら
・かりがね茶

ジャパンビューティー
来所（化粧品生産者）
10時半～12時
くらしてらす３階
１時～３時フロア

　
・鶏卵5％引き
・刺身バイキング
１Ｐ－５８０円
２Ｐ－１０００円

・ほうきね牛

2019年

 
～新規品～
・美食百彩　鶏と大根
の煮物

 
～新規品～
・フライパンで広島県
産かきソテー（冷凍）

　
・カジノヤ来所
（納豆の生産者）
11時～1時

鮮魚の日

・萩の夏みかんマーマ
レード

青果・鮮魚
夕方市４時～７時

干物・漬魚の日
手羽中ハーフ
納豆の日

27日＊前日までに入金して下さい。

キャリー便

口座引落し

月 火 木 金 土

デポー休み デポー休みデポー休み

鮮魚の日 鶏卵の日
豆腐の日

干物・漬魚の日
沖紅鮭の日

情報ワーク

日

引落しできないと利用高に準じた延滞金
がつきます。

毎週月曜日

7(火)、16(木)、24(金)、28(火)

毎週木曜カタログ配布　⇒ 翌週火曜〆切

18（土）～24(金）

買物代行

16 (木）～22(水）

季節品〆切り

チラシまきワーク

～ お友達紹介キャンペーン ～
組合員から紹介されたお友だちがデポーにお買物

に来ると双方に５００円のお買物券プレゼント。さら

にお友だちが組合員になると紹介者には５００円

のお買物券プレゼント！

（お友だちには１０００円のお買物券プレゼント！）

青葉区市ヶ尾町１１６１－８

TEL：045-974-0351 FAX：045-974-0361

オープン：11：00～19：00（水曜定休日）

展示会 ファーレ （婦人服）

展示会 地球の木（フェアトレー

展示会 パラマウント（靴、インソール）

展示会 陶芸わき （陶器）

3Week3Meatキャンペーン 鶏肉全品（冷凍品除く） １０％引き

消費材紹介キャンペーン プレーンヨーグルト、あじ開き3枚、焼売、みりん風醸造調味料１０％引き

母の日のパスタフェア 生パスタ、パスタ、パスタソース各種 ５％引き ＆ たらこ・明太子５％引き

たまごウィーク 鶏卵、平飼いたまご、たまごパン ５％引き / ハイムキャンペーンウィークハイム化粧品５種 １０％
3Week3Meatキャンペーン豚肉 １０％引き ＆ 消費材紹介キャンペーン 味わいさっぱり加糖ヨーグルト、餃子 １０％引き

静岡うまいものフェア ホットケーキミックス、お好み焼き粉、国産小麦粉薄力タイプ２種 ５％引き

展示会 クロケッツ （婦人靴）

新茶フェア わたらい一番茶各種 １０％引き / 初夏の生鮮フェア ポン酢しょうゆ、ごまだれ ５％引き

ポイント３倍

十割麹味噌、麦味噌、

豆味噌（量り売り）

煮干し小羽

消費材紹介キャンペーン 飲むヨーグルト、ミックスチーズ肉厚わかめ300ｇ、焼きのり １０％引

Gwﾌｪｱ マヨネーズ（ビン、チューブ） ５％引き

～５月新規品入荷日～
５/１３（月）

美食百菜 切り昆布と大豆の煮物

美食百菜 にしんのオイル煮

５/２０（月）

グラハムおやつクラッカー

ちゅるっと飲むゼリー（りんご）

タッカルビのたれ

５/１（水） ＯＰＥＮ



市が尾デポー 974ー0351

ミズ・キャロット 901－2808

火 土
かき揚げ かきあげ・天ぷら・太巻・稲荷・おはぎ

1 2 3 4
ポテトコロッケ　春巻 ほうれん草コロッケ

鯖味噌煮　信田煮 ささみのﾁﾘｿｰｽ　ｲｶﾁﾁﾞﾐ

ごまみそ鶏串カツ ごぼう巻ﾌﾗｲ　月見つくね

イカ茄子南蛮 季節の炊合せ　京風切干煮

揚げじゃが鶏サラダ しゃきしゃき蓮根サラダ

カツ丼　赤飯 鶏と枝豆ひじきサラダ

鮭と野菜の甘酢丼 鶏照り焼き丼　焼きﾋﾞｰﾌﾝ

三色稲荷 太巻　稲荷　野菜棒餃子

6　振替え休日 7 8 9 10 11
ﾎﾟﾃﾄｺﾛｯｹ　千草焼き おからｺﾛｯｹ　ドライカレー 高キビひじきコロッケ 中華コロッケ　焼売 きのこ入りｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ　海老春巻

えのきどっさりつくね 肉団子とｶﾗﾌﾙ野菜炒め 四色串揚げ　鶏の唐揚げ　 茄子のはさみ揚げ イカチヂミ　レバーカレーフライ

和風メンチ　肉じゃが 塩レモン唐揚げ　 ハンバーグ　筑前煮 肉豆腐　蓮入りきんぴら 酢豚　筍の炊き合わせ

野菜たっぷり卯の花 ｺﾛｺﾛ野菜じゃこきんぴら 休 揚げだし豆腐ﾊﾟﾘﾊﾟﾘ野菜 鯖の竜田揚げ ｶﾗﾌﾙ揚げだし豆腐　吉野酢和え

鮭の和風マリネ 和風サラダ胡麻ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ み かぼちゃサラダ セロリもやしイカナムル 春雨中華サラダ　卵ポテトサラタﾞ

ポテトサラダ　 ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ　海苔弁当 さっぱりひじきサラダ 緑黄色野菜ｻﾗﾀﾞ 鰯と野菜のマリネ

焼きそば　多品目ﾅﾑﾙ 上海塩焼きそば　 オムライス　グラタン ナポリタン　金時豆 胡麻豆腐　ソースかつ丼

鶏そぼろ丼　八目釜飯 チキン味噌カツ丼　 筑前ちらし　豚丼 かき揚げ丼 とんかつ太巻　細巻

13 14 15 16 17 18　特弁まつり
肉じゃがコロッケ ポテトコロッケ　大学芋 山の幸コロッケ　春巻き クリームコロッケ　 ポテトコロッケ　鶏チャーシュー

鶏の香り揚げ　ﾌﾗｲｾｯﾄ 蓮の海鮮挟み揚げ きんぴら風煮物　肉団子 ささみのチリソース スコッチエッグ　レバーの香り揚げ　

五目野菜と春雨炒め 茄子と鶏のこく旨 長芋と揚げ鶏の煮物 鯖味噌煮　豆腐ナゲット 筍とつくねの炊き合わせ

あぶ玉煮　焼きビーフン 鶏と大豆のトマト煮 休 高野のオランダ煮　 信田煮 高野の射込み　　イカリング揚げ

季節の炊き合わせ 胡麻じゃこサラダ み 鮭の和風マリネ ザーサイと鶏の和え物 季節野菜のマリネ　蕗のツナ炒め

マカロニサラダ　 野菜ポテトサラダ ツナポテトサラダ 大人ポテトサラダ 鮭水菜入りごぼうサラダ　白和え

七福神なます 親子丼　サンド握り 豆腐のかば焼き丼　 菜飯弁当　カツ丼　 三色ご飯　胡麻プリン

チキンカツ丼　おかめ寿司 あんかけ焼きそば 天むすセット　中華おこわ キムチ焼きそば エビマヨ太巻　焼き鯖太巻　

20 21 22 23 24 25
クリームコロッケ チーズサラダコロッケ 鶏ごぼうｺﾛｯｹ　茄子の挟み揚げ ポテトコロッケ 空豆入りクリームコロッケ

鰯の梅しそﾌﾗｲ　鶏唐揚げ イタリアン風チキンカツ えのきどっさりつくね ハンバーグ　 レバーカレーフライ　月見つくね

季節の炊き合わせ ミートボールトマトソース 肉豆腐　韓国春雨ﾁｬﾌﾟﾁｪ 塩レモン唐揚げ 蓮入りきんぴら　フライドチキン

黒酢の酢豚　ｶﾗﾌﾙﾏﾘﾈ　筑前煮　高キビ焼売 休 ｺﾛｺﾛ野菜じゃこきんぴら 炒り豆腐　肉じゃが 千草焼き　季節野菜の揚げ浸し

きんぴらおから 鶏と枝豆ひじきサラダ み 和風サラダ胡麻ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 蒸し鶏と野菜のマリネ ポテトサラダ　多品目ナムル

スパゲッティサラダ 卵ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ　五目きんぴら 根菜サラダ　金時豆 スパゲッティサラダ さっぱりひじきサラダ

鶏釜飯　味噌カツ丼 三色稲荷　中華おこわ ソースかつ丼　ｵﾑそば　 鶏照り焼き丼 黒米太巻　押し寿司

冷やしたぬきうどん チキン南蛮丼　グラタン 鮭と野菜の甘酢丼 海苔弁当　五目稲荷 焼き鯖寿司　鶏釜飯

27 28 29 30 31
ポテトコロッケ　つくねカツ 枝豆コロッケ　春巻き 肉じゃがコロッケ　焼売 ポテトコロッケ

白身魚のチリソース 酢豚　野菜カレー 茄子と鶏のこく旨 けんちん揚げ　イカフライ

にぎやかマーボー　 高野の鋳込み 鶏と大豆のトマト煮 きんぴら風煮物　

豆腐ロール キムチマーボー春雨　 休 豆腐ナゲット　五目きんぴら蕗のツナ炒め　

長芋と揚げ鶏の煮物 白滝入りなます み 大人ポテトサラダ フレッシュマカロニサラダ

胡麻じゃこサラダ 鮭の和風マリネ 季節野菜のマリネ ひじきサラダ　　

マカロニサラダ　 三色ご飯　カツカレー チキンカツ丼 キムパプ　豚丼

カツ丼　きのこご飯弁当 八目釜飯　天むすセット おかめ寿司　ﾄﾏﾄ担々麺　 上海塩焼きそば　

＊材料入荷の都合により、メニューを変更することがあります。

＊生活クラブの消費材を中心に生活クラブ基準にそった食材を選定しています。

＊化学調味料・添加物は一切使用しておりません。

注）魚料理には骨がある場合がありますので、気をつけてお召し上がり下さい。

　　　　　　休み

惣菜メニュー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・お昼にお惣菜はいかがですか？
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パーティープレート
もご相談ください

月 水 木 金

今月の新メニュー

海苔弁当
シンプルなプチ弁当

鶏と大豆のトマト煮
子供も大好きな優しい

トマト味



営業時間 : 11:00～19:00 （水曜定休）
〒225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1161-8 くらしてらす1F 市が尾デポー内　　
TEL / FAX : 045-509-1711

ワーカーズ・コレクティブ 香粉

KOKO Letter
ココ・レター

焼きたてのパンをお出ししています。
店頭にてご予約・お取り置き承ります。

今月のパン紹介

香る粉と書いて＂ここ＂。香りや美味しさを重視し、北海道産小麦１００％、新生酪農バターを使用しています。 
添加物、保存料は不使用。マーガリンやショートニングも使っていません。
安心して笑顔で食べられるパンを、一つ一つ丁寧に手作りしています。

大納言

※材料・入荷の都合により、メニューを変更する事がございます。

日替わりパンメニュー

※焼きたてを包装してしまうと、パンが汗をかいてしまう為、
出来上がっていても店頭に並んでいないことがあります。
その場合、お気軽に工房にお声かけください。

　

Mail :w.co.koko@gmail.com

May

２０１９

 5

月 シナモンレーズン

土 コーンまる
　　

木 大納言

※毎週木
曜

　　　　
限定！！

始めました！
＠w.co_koko

Followme!

香粉で一緒に働きませんか？
製パン製菓に興味ある方、年齢経験は問いません。

６：００～１５：００の間での３～４交代制
1日4時間から、週3日からでもOK!！
幼稚園児から大学生までの子育て中のメンバーが
家庭との両立を助け合いながら働いています。
とても楽しい職場でパン作りも学べます。

下記メールアドレスか、工房へお問い合わせください。

一緒に働きませんか？

上質でなめらかなこしあんを練りこんだ生地に
２種類の甘納豆を包みました。
断面の模様と上品な味わいは贈り物にも
よろこばれます。

NEW!
もうすぐ〝こどもの日”
どうぶつパンがデビューしました！！

カスタードクリームや
チョコレートが入っています。
その日どんな動物がいるかは
デポーに来てのお楽しみ。

※１斤での販売もしております
　　ご予約ください

くるみとレーズンの入った
とても贅沢なパン

北海道産コーンを２種類
生地に練りこみました


