
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンラインイベントへの参加方法 

2021 

～つながり、はぐくみ、ゆたかに、つたえる～ 

おまつりニュース 第三弾 発行：Wa!わぁ祭り 2021実行委員会 2021年 10月 11日発行 

 

10月30日(土)～11 月28日(日) 

オンラインで、配送で参加できる 一か月間ずっと楽しいお祭りへ 

11月 1回～4回のまんま通信はまるっとおまつり特集！ 

その１ おまつり限定商品やおまつり特価でご提供 

その２ おまつり特別ムービーが見られる 

その 3 まんま通信クイズがはじまります 

あいコープ公式サイトから 

おまつり特設ページへ 

必要事項を入力し、 

参加したいイベントに申し込み 

参加用URLがメールで 

届くので、クリックして開く 

あいコープみやぎ公式サイト 

www.mamma.coop 

必ず専用ページからお申込を！ 

Q：オンラインイベントに参加するには、どんな準備が必要ですか？ 

 

 

 

 

＋ 

A：オンラインミーティングツール「Zoom」

が使える PCやスマートフォンをご用意く

ださい。Zoomは無料で使う事ができま

す。詳しくは右のサイトをご覧ください。 

 

 

https://sites.google.com/vi

ew/icoopmiyagirijikai/ホーム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 1回～4回のまんま通信は週替わりで 

ピックアップ生産者が変わるのでお見逃しなく♪ 

11月 1回 

(10月 25日～注文受付) 

 

高橋徳治商店(練り物他) 

丸壽阿部商店(牡蠣) 

米沢郷牧場(鶏肉・卵) 

鎌田醤油(味噌・醤油他) 

菅野食品(豆腐・揚げ) 

11月 2回 

（11月 1日～注文受付）  

 

丸友しまか(鮮魚セット) 

花兄園(卵・プリン) 

ホクレン(乳製品) 

大洋香料(レトルト食品他) 

藤井養蜂場(蜂蜜・調味料) 

大石田・星川祐一さん(米) 

秋保ゆうきの会(野菜) 

はさま自然村(米・野菜) 

無茶々園(果実・ちりめん他) 

ワキュウトレーディング 

(マッシュルーム) 

オルター・トレード・ジャパン 

(バナナ・えび・マスコバド糖他) 

鎌倉ハム(ハム他) 

タンポポ村(ハム・ギョウザ他) 

わ・は・わ大衡(焼き菓子) 

わ・は・わ味明(米粉) 

パン工房わ・は・わ(パン) 

まるしょう(お料理キット) 

マツダ製麺(ラーメン他) 

趙さんの味(キムチ・焼肉のたれ) 

あゆみの会(野菜) 

七郷みつば会(野菜・米) 

茨城 BM(野菜) 

大郷みどり会(野菜・米) 

天童果実同志会(果実) 

一ノ蔵(酒類) 

太陽油脂(石けん) 

平田産業(菜種油) 

創健社(調味料・加工食品他) 

リアス(海藻類乾物) 

ハーヴィ(菓子) 

ヱスケー石鹸(石けん) 

11月 3回 

（11月 8日～注文受付）  

 

ランカスター(紅茶類) 

麦の会コッペ(焼き菓子) 

間宮商店(干物) 

丹野商店(塩鮭・銀たら等) 

まるご食品(だし類) 

カラミノフーズ(スープ他冷凍食品) 

秋川牧園(鶏加工食品) 

士別農園(野菜) 

パシフィック・トレード・ジャパン 

(ホムトンバナナ) 

ジョイファーム小田原 

(果物・農産加工品) 

奥羽乳業(牛乳・ヨーグルト) 

三和食品(豆腐・揚げ) 

東京コールドチェーン(冷凍食品) 

わ・は・わ広瀬(石けん) 

11月 4回 

（11月 15日～注文受付）  

日本オリゴ（オリゴ糖） 

ニッコー(冷凍食品) 

ガイアみなまた(柑橘・加工品) 

千葉産直サービス(缶詰) 

浜甚(だし類) 

王隠堂農園(果実・農産加工品) 

庄内協同ファーム(もち・古代米) 

田尻エコ畜産協議会(豚肉・牛肉) 

みちのく野菜倶楽部・うもれ木の会 

(野菜・果実) 

丸エビ倶楽部(青果) 

珈巣多夢(コーヒー) 

精華堂霰本舗(米菓類) 

大木代吉本店(酒類) 

水野食品(漬魚) 

ファーストフーズ(冷凍食品) 

生活アートクラブ(雑貨) 

残念ながら会場での対面販売はできないけれど、生産者の皆さんのご

厚意で素敵な「おまつり商品」が揃いました。まんま通信に載っている

QRコードを読み込むと、生産者さん作成のおまつり特別ムービーも見

られます。ぜひどちらもお楽しみください。 

おまつり 

特別 

ムービーは

こちら>> 

おまつり特別ムービーを観て 

クイズに答えると、おまつり最終

日の抽選会の応募権がプラスさ

れる企画も行います!! 

生産者さんから続々ムービーが 

届いています♪10/18～の 

公開をお楽しみに！ 

＊掲載企画回などは変更になる可能性があります。ご了承ください。 



【zoom おためし接続会】のご案内 

 

 

はじめての人も苦手な人も集まれ♪ 

 

 

  

これは見本です 

まんま通信ウラ表紙の「れんらくカード」

がお祭りバージョンに変身中！！ 

〜10／29（金）回収分まで！ 

お便り  

大募集中です！！ 

 

文化祭 
紙上最高の 

文通 

★オフラインチームより再告知のコーナー★ 

こちらも作品募集中！！ 

 
みなさんの力作が続々と集まってきています♪ 

次ページでは入賞賞品を大発表！！ 

（※ミートセンターゆるキャラの募集は締め切りました） 

 

 

おまつりで生産者や職員さんと 

会えるのが楽しみだったのにな…、 

と思っているあなた！ 

会えないならお手紙で交流しませんか？  

 れんらくカードに書き配送で出すだけ！

生産者さん宛でも、職員宛でも、 

パスちゃんでも？！ 

後日お返事が届きます♪ 

 

・上の時間内ならいつでも接続できます。 

・つながったらすぐ退出頂いて OKです。 

ミーティング ID：837 2170 1017 パスコード：10301128 

＊いずれの会も同じ ID とパスコードで接続できます 

お問い合わせ： wawa.matsuri2021@gmail.com （後藤） 

 

◆ 第一回：10月 20日(水)  10：00~11：30 

◆ 第二回：10月 26日(火)  10：00~11：30 

 

申込み不要！ 

オンライン企画に参加したい

けれど、zoom をちゃんと使え

るかどうか心配・・・ 

そんな方はこの「おためし接続

会」で不安解消♪しませんか？

スタッフが丁寧にサポートし

ます(^^)/お気軽にどうぞ！ 

※zoom アプリのインストールに

ついては、表紙の QR コードをご

参照ください。 

mailto:wawa.matsuri2021@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 “紙上最高の文化祭“ 

アナログ企画 

【応募方法】配送またはメール（wawa.bunkasai@gmail.com） 

【締切】 11／5（金）必着 

★募集要項など詳しくは、公式 HP の「お祭りニュース第 1 号」でご確認ください→ 

 

 

大賞 

 

共生会

賞 

産直牛ロースステーキ 300g 

写真・川柳の入選作品の副賞が 

いよいよ決定しました♪ 

 

作品受付中♪ 
または 

ハム・ソーセージ詰め合わせ 

あいコープポイント 3000pt 

写真・川柳 

各 1 名 

（タンポポ村ほか） 

こめ豚セット（600g）と 

有機玄米「金のいぶき」2kg 

あると嬉しい♡調味料セット 

（￥2000 相当） 

写真・川柳 

各数名 

※画像はイメージです。実際のセット内容は変わる場合があります。 

おひとり様何作品でも OK！ 

〜ふるってご応募ください〜 

こちらも 

どうぞ♪ 

◆まんま通信クイズ◆ 

◆クロスワードパズル◆ 

正解者から抽選で各２０名に 

わ・は・わのフィナンシェをプレゼント♡ 

 

 

➡︎➡︎ 今すぐウラ表紙へ！！➡︎➡︎ 

※まんま通信クイズはお祭りニュ

ース第 4 号にて発表します。 

Wa!わあ 

祭り賞 

写真・川柳 

各 1 名 

※こめ豚セットの内容は変わる場合があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オンライン上映会・トークライブ・学習会 受付中！ 
 

オンライン上映会 

インターネットがつながるパソコンやスマホなどがあれ

ば視聴OK！期間中いつでも観られます。 

 

 

 

「マイクロプラスチックストーリー」 

終始子供たちの視点で語られる、

真剣な学びと取り組みが大人たち

を動かす様は、下手なフィクション

映画より痛快で心を揺さぶられ、

感動の涙も止まらず。年とともに涙

腺緩んでいる年代はぜひハンカチ

もって観てほしい（笑） 

実行委員・辻さん 

 

実行委員が試写をしました！ 

「マイクロプラスチックストーリー」 

ニューヨークの小学生がマイクロ

プラスチック問題を学びながら行

動して行く姿に感動しました。すべ

ての大人にも子どもにも見て欲し

い作品です。立ち上がることを恐

れないで。今すぐできることを始め

ようと思わせてくれる作品でした。 

実行委員・佐藤さん 

「季節、めぐり～それぞれの居場所」 11/7～11/8 

「食の安全を守る人々」 11/14～15 

「おだやかな革命」 11/19～11/20 

「マイクロプラスチックストーリー」11/16～11/22 

話題作・新作が 

いずれもお一人様 500円で視聴できます 

 
「季節、めぐり～それぞれの居場所」 

障がいがあっても高齢になっても、

いずれ自分にこんな居場所があっ

たら幸せだろうなぁと思いました。

画面に映った小野瀬さんや多々良

さんの姿、石巻の仮設住宅が、そ

んなに昔の話ではないのに時間が

たったように感じたのは、なぜかし

ら。実行委員・あきこさん 

一部ご紹介します 

「ジョブチューン」はライブ配信の

企画の為、生産者さんに事前アン

ケートにご回答いただき、皆様に

お届けする内容を深めていきま

す。また、時期的にとてもお忙しい

産地もある中、打ち合わせやリハ

ーサルの日程を取って頂き、楽し

くてためになる 

会をめざして 

準備中です。 

 

講演会・トークライブ  「ジョブチューン」や講演会・トークライブの準備進めています! 

 

 ◆ジョブチューン 生産者事前アンケートより◆ 

Q）コロナ禍の影響はありましたか？あった場合、どんな影響がありました

か？ 

A）販売延長になってしまった商品がありました。量販店さんが原料を買い

占めにくるので、原料価格が高騰しています。（倍額以上の場合も・・・） 

 

その他「ここだけは負けない！という強みはなんですか？」「正直言って、儲か

りますか？」「消費者は絶対知らない、業界の裏事情を教えて下さい」 「子ど

もの頃の夢は？」「今の制度や食料生産のしくみの中で、ジレンマを感じるこ

とがありますか？」等 たくさんお聞きしています！ お楽しみに♪ 

 

 

「おだやかな革命」推薦文より 

この物語の登場人物は皆、本当のしあわせとは何かを

知っている。マハトマ・ガンジーの言葉を思い出した。「し

あわせとは、あなたが考えることと、あなたが言うことと、

あなたがすることの、調和がとれている状態である。」も

がき、苦しみながらも、挑戦をし続け、調和を見出す革

命家たちの懸命な姿に、心を打たれた。観終わった後、

あなたの中にも小さな革命が起きているはずだ。私もそ

うであったように。 

末吉里花さん（一般社団法人エシカル協会代表理事 ） 

 

「食の安全を守る人々」推薦文より 

健康的な食や遺伝子組み換え食品について、どちらか

というと自分は知っている方だと思っていましたが、こ

の映画には知らなかったことばかり。長年研究してこら

れた専門家のデータや証言、科学的なしくみ、ここ数年

世界で起きていることなど、貴重な話が驚くほど詰まっ

ていました。"昔の常識"が"今の非常識"となることは

世の中多々ありますが、食の安全の"未来の常識"が変

わるかもしれない、いや、変わってほしい！と感じました。  

住吉美紀さん(フリーアナウンサー) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年人気の企画が帰ってきた！ 
これまで、生産者さんのご厚意で提供いただいた協賛

品をおまつり会場で「おたのしみ袋」として販売して

いました。今年は配送でお届けします。 

おまつり玉手箱申込券 〆切：11 月5 日必着  配送で送って下さい 

お名前  組合員番号  

協賛品の提供生産者へのコメント・おまつりについてのご意見等 自由にお寄せ下さい。 

 

 

 

 

【協賛生産者の皆さま】 

庄内協同ファーム・まるご食品・鎌倉ハムクラウン商

会・彩生舎・東京コールドチェーン・ヤマウチ・王隠堂農

園・八千代産直・木の屋石巻水産・ランカスター・ポー

ルスタア・麦の会コッペ・浜甚・ゴールド農園・パシフィ

ック・トレード・ジャパン・坂利製麺所・大洋香料・みそ

半・太陽油脂・私市醸造・創健社・八千代産直・リアス・

ハーヴィ・茨城 BM・太陽油脂・別所蒲鉾・さんまる柑

橘同志会・士別農園・無茶々園・藤巻商店 

ひとつ 1,000円 限定 150個 
＊一家族一箱限定でお申込みが可能です。 

＊お申込み多数の場合は、抽選とさせて頂きます。 

＊代金は利用料金と一緒に引き落とし致します。 

＊中身を選ぶことはできません。 

 

お野菜・果物 

 

調味料 

 
化粧品等から数品 

 

お菓子 

 

加工食品 

 

1000 円以上の商品を詰め合わせ！ 

 

おまつり玉手箱 

切り取り 

オンラインイベントに参加してもらっちゃおう！ 

イベントアンケートラリー 

オンラインイベントに参加して、終了後のアンケートに

回答してくださった方の中から、あいコープポイントプ

レゼント！参加するほど、アンケートに回答するほど当

選率がアップします♪ 

【参加のしかた】 

イベント終了後に届くアンケートに、ご記名でご回答い

ただくだけで応募完了です。 

5000ポイント 3名様 

3000ポイント 10名様 

1000ポイント 30名様 

 

上映会・講演会・トーク

ライブ・秋のフォーラム

ぜんぶ対象だよ！ 

どんどん参加してね♪ 

★イベントのお申込みや詳しい情報は… 

申込専用サイトをご覧ください。 
 

★オンラインで応募するプレゼント企画は… 

10月 30日から公開になる 

おまつり専用サイトからお申込み頂けます。 
 

いずれもこの冊子表紙のあいコープみやぎ 

公式サイトからアクセスできます。 

〜お詫びとお知らせ〜 

8/30 発行の「組合員活動ニュース」の中で、会場

を設けた“映画まつり“を開催予定と予告いたしま

したが、新型コロナウイルスの状況を鑑み、実会場

での上映会は見送ることに致しました。 

楽しみにしてくださっていた皆様には、大変申し

訳ありません。何卒よろしくお願いいたします。 

 

おたのしみ袋改め 



 

 はじまるよ！まんま通信クイズ★ 

まんま通信を隅から隅まで眺めて、クイズに答えよう！お祭りパスちゃんもどこかに隠れている！？ 

 クイズの問題は・・・おまつりニュース第 4号（11／1〜配布）に掲載されます♪ 

クイズの出題範囲は・・・ 11 月 第 1 回（10／18〜） 

                 

 11 月 第 2 回（10／25〜） 

                 

 11 月 第 3 回（11／1〜） 

                 

 11 月 第 4 回（11／8〜） 

                 

 

のまんま通信から♪ 全部取って 

おかないと 

応募できなく 

なっちゃうよ！ 

大事に保管してね 
◆おまつりニュース第 4 号に掲載される回答用紙を切り取ってご応募ください。 

◆正解者から抽選で２０名様に「わはわのフィナンシェ」をプレゼントします(^^) 

実行委員会オフラインチームメンバーによる 

紙上 S・N・S（S 昭和女達の N にぎやかな S しゃべり場）! 編集後記 
かも 

I’ll be back…?! 

とある夜の LINEグループにて 

おまつり実行委員会、どう？ 

隊長 G：んでは、今回初のおまつり運

営に関わるメンバーの皆さんに、ここ

までの感想聞きたい。 
 

隊員 T：オフラインの皆さんのスキルと

チームワークに支えられてここまで来

てます。めっちゃ楽しいです♪ 
 

隊員 A：私もすごく刺激的で楽しいで

す!!お祭り最後まで走り切れるか!? 
 

隊員 S：感想！正直に言いますね。あ

まりのボリュームに私、ついていけて

なくてごめんなさいの気持ちがまず第

一で。そんな中みんなの手際の良さと

プロジェクトが進んでいく様に感動し

てます。 
 

隊員 Y：みなさんのスピード感と次々

うまれるアイディアに圧倒され、ひたす

らすごいなと感動しています。 
 

G：私はオフラインチームの自発的に転

がってく感じにめちゃめちゃ感謝して

ます。生き物感がすごい。 
 

A：私は下心でやってる部分が大きい

です（笑）語弊があるか      
 

G：下心バッチコーイ！ 

 

Great Boss降臨！ 

Boss：乙。かれさまです。ご招待頂き

ありがとう〜 お祭り女 SNSと言う名 

前に爆笑       よろしくお願い致します。 

G：Boss 降臨✨よろしくお願いしま

す！皆さん、今日のご飯はどんなん？ 
 

B：アスパラの肉巻きと、モロヘイヤと

ちくわのネバネバ丼と、トマト切っただ

け。あいに溢れてました。 
 

G：ネバネバ丼のレシピ気になる！ 
 

B：あっ、オクラも入れました（＾＾）ネバ

ネバにちくわも入れてカサ増し。万能

つゆで味付けしました～。 
 

隊員M：投稿みて、オクラ食べたくなっ

た。うちはオクラ、マヨ、万能つゆで混

ぜ混ぜして食べます。 
 

A：月曜配送なのでそろそろ食材が尽

きてます。そしてあろうことか来週の

注文を忘れた…（ＴＴ） 
 

M：継続で何か頼んでるっ？ 
 

T：配送が来ないって想像するだに恐

ろしい（ＴＴ） 
 

G：継続利用がマジで命綱。 
 

A：継続利用たのんでないんですー。確

かに必要ですね！ 
 

T：毎週必ず買うものを「継続利用」し

とけば何らかの事情で発注逃しても生

きられる！んだね（笑） 
 

オープニングどうする？ 

G：んで唐突にまつりに戻りますが、オ

ープニングどうするかね。 
 
T：迫（はさま自然村）のカッパさん登

場？Bossさんも？   

T：Bさん、法被着て（＾＾） 
 

M：「ミートセンター前からお送りしま

ーす」って勢いで始まって…（内容につ

いてはまだナイショ笑） 
 

B：ハッピー法被✨久しぶりだね～♪

何でもやりますよー（＾＾） 
 

S：誰かが運転して、Mさん助手席で実

況しながら撮影して、あいコープみや

ぎが見えてきました、ミートセンター

も。そして、あれ？あれは？カッパ⁇み

たいな？(笑) 
 

T：演出案、次々出るねぇ（＾＾；） 
 

A：カッパがわからないですー(´▽｀)/ 
 

T：迫の T 徳さんがね…かつてお祭り

でコスプレしたのよ。 
 

A：あっ、T徳さん似合いそう     
 

G：コスプレっていうか、半裸!? 
 

B：写真探してるのだけど見つからず

…半裸ではなかったような…。 
 

G：私の記憶が歪んでいる（笑）  

B：あっ！ （写真アップ）  

T：半裸だ！  

S：半裸ですよねーーーー！  

B：2014 年でした！懐かしい✨あり

ましたね！ 
 

G：切りよく真相が究明されたところ

で、今日はお開きとしますか～（＾＾）  

T：んでまずー！  

Y・A・M・S：お疲れさまでしたー（＾＾） 

 

さあどんなオープニングになるの

か・・・乞うご期待！ 

どんなオープニングになるか、乞うご期待！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【タテのカギ】 

タテ１  マングースと戦います 

タテ２  宮城のお米「〇〇ニシキ」 

タテ４  平田産業の「○○〇油」は、遺伝子組

み換えではない原料を使用 

タテ６  社会福祉法人みんなの輪「わ・は・わの

乾燥〇〇こんにゃく」は便利 

タテ７  あいコープの PB 

「とんでも○○いソース」 

タテ９  山形県にある「パスちゃん牛乳」の 

産地「○○○○○牧場」 

タテ１０ あいコープで契約できる、ソーラーや

バイオマス等による再エネ比率が高い

「パルシステム〇○○」 

タテ１１ あいコープの機関紙「あい〇〇あい」

は月一回の発行です 

タテ１３ あいコープの農産区分、農薬削減に挑

戦！「トライ○○○」 

タテ１５ 日本人はやっぱりご飯だね！ 

「どんぶり○○」 

タテ１６ あいコープ生産者の仕事は丁寧、 

「○○ひまかけて作ってます」 

タテ１７ おむつのこと昔はこう言ってたな、 

布がいいよね 

タテ１８ 迫の登録米「トライ・○○ヒカリ」 

タテ１９ お化粧したり、赤くなったり、 

青くなったり 

タテ２０ あいコープのキャラクター「○○ちゃ

ん」、黄色いオーバーオールがかわいい 

あいコープクロスワードパズル 〆切：11 月30 日 配送で送って下さい 

お名前  組合員番号  

キーワード： 

やってみた感想などお寄せください♪ 

 

 

【ヨコのカギ】 

ヨコ１  非遺伝子組み換え・ポストハーベストフリーの飼料で育った

鶏の卵、花兄園の「○○たまご」 

ヨコ２  有名人に会ったら色紙に書いてもらいたいね 

ヨコ３  「あいあいファームわ・は・わ田尻」で元気に育ってます。 

美味しいお肉、感謝していただきます 

ヨコ４  宮城県内にあるお米や野菜の生産者グループ 

「○○○○みどり会」 

ヨコ５  お鍋の具にイイネ、冬場は曲がっているものが出回ります 

ヨコ７  ジャージーやホルスタインなどの種類がある草食動物 

ヨコ８  「みんな だい○○あいコープ」 

ヨコ１１  あいコープのプライベートブランド名は「○○○○○」 

ヨコ１２  鎌田醬油のあいコープ PB醤油は、国産○○○○〇で 

作られています 

ヨコ１４  ラーメンに欠かせないね！国産のがいいな～ 

ヨコ１３  ○○降って、地、固まる 

ヨコ１８  地元のお米の粉で作ったパン 

「わ・は・わのもっちり○○○○○」 

あいコープクロスワードパズル 

パズルを解いて、A～Eのマスのキーワー

ドを送ろう！正解者の中から、わ・は・わ

大衡の「発酵バター香るしあわせフィナン

シェ」を 20名様にプレゼント♪ 

切り取り 


