ームページやＥメールで寄せられたご意見・ご質問に対し

て生協から回答したもの、また機関誌委員会が問い合わせ

た内容に産地・メーカーからお答えいただいたものです。

どの地方物産展を実施しましたが、対象を他の地
域にも広げ、今まで以上に多様な商品をご紹介し

生協では独自の商品としてＣＯＯＰ

生協独自の商品に加えて一般の商
品がどんどん増えている気がしま
す。どうして一般の商品を増やす
のですか。
込み具合などによっても変わりますが、料理ベー

品種の違いで特徴の若干の違いはありますが、煮

ピングなどにもご利用いただけます。味は、使用

ていきます。引き続きのご利用をよろしくお願い
します。

生協のトマト缶で、ホールのまま
のものと、トマトを潰したものが
ありますが、どのような用途で使
い分けるのがよいのですか。また
味に違いがあるのでしょうか。
トマト缶には、湯剥きしてそのまま
トマトジュ ース漬けにしたホール缶
と、湯剥きした後、サイコロ状にカッ
トしてトマトジュース漬けにしたカッ
ホール缶に使用しているトマトは、やや細長い

ト缶の２種類があります。
形の長トマトを使用しており、やわらかい果肉と
酸味が少ないのが特徴で、トマトソースや煮込み
料理に向いています。カットトマトに使用してい

商品や産直商品、独自の栽培基準に基
スとして、他の調味料などで味つけをされる場合

るトマトは、丸い形のトマトで、形が残りやすい

づいた農産物（ヘルシーベジタ）など
が多いので、あまり違いを意識されることはない

り扱い基準に合致した品質であることなどの条件

一定以上の生産規模が必要なこと、生協の 商 品 取

ル

コープ）の開発などに取り組んできました。

産品を原料にしたオリジナルコープ商品（スマイ

間、地場農産物や水産物の取り扱い拡大や 、 地 場

要になっていると認識してます。この

成や環境問題などの視点から、 一 層 重

うに食料自給率の向上、地場産業の育

地産地消の取り組みは、ご指 摘 の よ

用ください。また、ＣＯＯＰ商品の開発も積極的

いて取り扱いを判断してますので、安心してご利

取り扱っています。一般商品も生協の基準に基づ

品、地方名産・特産品などを中心に一般の商品も

商品価値・製造技術のある商品や嗜好性の高い商

えしきれない部分もあり、メーカー独自の品質・

対する幅広いご要望にＣＯＯＰ商品だけではお応

したものがあります。一方、組合員さんの商品に

いずみ市民生協・わかやま市民生協が独自に開発

もの、近畿の７つの生協が共同で開発したもの、

②と③は使用原料として「こんにゃく芋」また

様が統一でないために、通常のインターネット注

いただくことができず、ご不便をおか

携帯電話でネット限定企画をご利用

携帯電話でもネット限定商品を
取り扱えるようにして欲しい。

と思われます。

す。また、切る手間が省け、サラダやピザのトッ

お り、 ト マ ト の 食 感 を い か す 料 理 に 向 い て い ま

よう肉厚で果肉のしっかりしたトマトを使用して

を取り扱っています。ＣＯＯＰ商品に

を踏まえ、引き続き広げていきます。また 「 各 地

③ＣＯＯＰ生いも板こんにゃく３２０ｇ
使用原料 ： こんにゃく芋（国産）・ 海藻粉末 ・
水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）
上記①と③とは「こんにゃく」自体は同じで、
形の違い（さしみこんにゃくは薄く切ってある）

要が高い反面、夏場に需要が下がる傾

は「こんにゃく粉」から作られる違いと、食感を

文画面でも、画面や文字表示に問題が発生する場

だけです。

向にあり、各製造メーカーで暑い夏場

「米でん粉」を入れています。風味・着色用途と

ソフトに仕上げるために、さしみこんにゃくには

けしましたことは申し訳ございませ

でも食べやすく加工、製品化したものが「 さ し み

での限定企画のご注文も可能な新システムの導入

施は難しくなっています。昨年９月に、携帯電話

が必要になっているため、現行のシステムでの実

を試みましたが、プログラムに大きな問題があっ

庫数表示を変更するなど、より複雑なデータ処理

「ネット限定企画」は、ご注文がすすむたび在

ん。携帯電話は機種によって機能や仕

こんにゃ く」 になります。（製造メーカー により

合もあります。

配合、タレなどは違います。）
現在生協で取り扱いのある商品について比較す
ると
①ＣＯ Ｏ Ｐ さ し み こ ん に ゃ く（ か ら し 酢 味 噌 付
き）１４０ｇ

ＣＯＯＰのお店でのポイントがと
ても貯まりにくくなっている気が
します。以前のように何倍ポイン
トの日はないんですか。

たため、多大なご迷惑をおかけすることになりま

５００ポイントで３００円のお買い物

ント０ ・ ６円⇨１円）
。 ま た、 以 前 は

くために現在のシステムをそのまま継続使用する

企画については、安定稼動を最優先させていただ

ますが、一時期に多くの方のアクセスがある限定

今年６月末には再度新システムに移行をいたし

11

使用原料 ： こんにゃく芋（国産）・ 海藻粉末 ・
水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）

店舗のポイントは、昨年５月よりポ

券を発行していましたが、５月より３００ポイン

ことが決定しています。そのため携帯電話での限

した。現在は以前のシステムに戻しています。

ト で ３ ０ ０円 の お 買 い 物 券 の 発 行 に 変 え て い ま

イント還元率を上げています（１ポイ

す。部門のポイント倍率は（何倍ポイントなど）
、

す。

る予定の今年の 月をめどに準備をすすめていま

定企画のご利用は、新たなシステム開発が完了す

１ポイント＝１円
300ポイントで
300円のお買い物券

ポイント還元率を上げた際に廃止しました。

１ポイント＝0.6円
500ポイントで
300円のお買い物券

②ＣＯＯＰさしみこんにゃく青のり（しょうゆ付
き）１１８ｇ

③

.5

して「川青のり」を入れいてます。

案の一つです。こんにゃくは冬場に需

簡単に言えばこんにゃくの食べ方提

生協の「さしみこんにゃく」は、
普通の「こんにゃく」とどう違う
のですか。

にすすめていきます。

は日本生協連が開発し全国の生協に供給している

.2
のよい物」のご要望は、北海道特集や九州 特 集 な

地産地消のものをもっと多く取り
入れてほしい、各地のよい物とか。

声のＱ＆Ａは共同購入・“お声をはいしゃくカード”、ホ
使用原料：こんにゃく粉（国産）
・川青のり・米で
ん粉・水酸化カルシウム（こんにゃく用凝固剤）

①
②




.3
.6

.1
.4

機関誌
モニター
さんの

子どもに携帯電話を持たせる？
持たせる
・大人の目の届く範囲で持たせるならア

い。大人でもそんな人はたくさんいる

の自立心は高まっていくと思います。

と思うが、マナーを守れないなら、な

ただ、全ての面で自立するにはまだま

くなってもいいと思う。

だ親として心配な面も。それぞれいろ

Ｗ・Ｃ（40代）

リだと思います。ただ学校での使用は



×。 登下校のみというのはいいと思

・子どもに持たせていると便利という考

う。昔で言う交換日記が携帯のメール

えが間違っている。携帯を持たせて安

だったりするので親の理解も必要。

全を管理しなければならない程の子だ

Ｙ・Ｅ（20代）

・外で何かあったときに連絡がつきます

いろな事があると思うので正しい使い
方を教えればと思います。

Ｓ・Ｅ（30代）



nijimama（20代）

Ｔ・Ｎ（30代）

どちらともいえない
・GPS機能などがついていて、 いざと

持たせない

いう時に役立つとは思うが、学校など

・必要なし。考えれば工夫で全て解決す

への持込はいかがなものかと思う。携

るし、 子どもをもっ と信じてあげた

帯を持たせる・持たせないの議論以前

い。誘惑があれば子どもはなびく。そ

に、今の地域のあり方を問うべきだと

の誘惑＝携帯だと思う。自分を制する

思う。

ことの出来ない人に持たせるべきでな

しんママ（30代）

・子どもの年齢が上がるにつれ、子ども

所

駐車料金

持たせる

し、学校にも持って行かせたいです。



住

どちらとも
言えない

50％

18％

持たせない

32％

機関誌モニターアンケート５月号より

問い合せ
入 浴 料

夏野菜漬物

ｅｃｏ・セコちゃれんじ

家にある残り野菜で、漬物をつくってみませんか？わざわざ買わなくても使い切れ
なかったり余っている野菜を使えばムダなく添加物の心配もありません。火を使わな
いので夏バテで食欲がないときでも、短い時間で簡単にできます。いろんな野菜でチ
ャレンジしてみませんか？冷蔵庫の整理にもなりますよ…

ピクルス

材

作 り 方

①材料を適当な大きさに切る。
②調味液の材料を混ぜ合わせて作り、そ
の中に①を入れ、漬け込み、冷蔵庫で
二晩寝かす。

〒596-0114 大阪府岸和田市大沢町1156
７時～22時（無休）
200円／１ｈ（初めの１時間無料）
☎：072-479-2641
http://www.iyoyaka.jp/
大人700円（入湯税別）
小学生400円
幼児（３歳以上小学生未満）200円

キャンプ場やピクニック広場のあるアウ
トドアゾーンには清流、牛滝川が流れてい
ます。食事のできるレストランや宿泊施設
もあり、牛滝温泉で疲れを癒すこともでき
ます。

作 り 方

フライパンにごま油を引いて、乱切り

衣類を保管する際の防虫剤の使用について
述べた文のうち、正しいものを選びなさい。

１．気密性の高い保管容器で使用する。
３．防虫剤と乾燥剤は一緒に入れてはならない。
４．防虫剤は重ねた衣類の下のほうに入れる。

所

駐車料金

海

南

久米田
東岸和田

線

和

阪

JR

170

牛滝温泉
いよやかの郷

おすすめ

で購入できます。 高木愛子（60代）
・小さな子どもでも水遊びができる安
心な川があり、BBQ、 温泉、 コテ
ージもあるので１日遊べます。

中藤リカ（40代）

〒599-0301 泉南郡岬町淡輪地先
7/1～8/31まで １日1200円

・広々とした公園で、なにしろ遊具が
大きいし、数もありとても楽しい！
２～４歳ぐらいでまだ１人で遊ぶこ
とのできない子供がとても楽しめま
した。
あっくんまま（20代）

機関誌
モニターさんの

Book
ブック

新・おねしょ革命

～おねしょがぜったい治る本
●教育出版 田村京子
1,260円（税込）

Spot
スポット

岸和田
和泉ⅠＣ

より
モニターさん

作 り 方

きゅうりの甘酢漬け

線

本

速

高

神

阪

26

・秋に行くと牛滝山、清流が流れ、予
約をすればキャンプ、バンガロー、
BBQが 出 来 る 施 設 も あ り、 お 風
呂、カラオケもできる。紅葉の美し
い景色があり、冬はみかん、柿が格安

住

キャベツや大根を塩こぶで揉むだけ
キャベツや大根を袋に入れ、塩こぶで揉
むだけ。

岸和田
南ⅠＣ

線

岸

湾

箱作の「ピチピチビーチ」、淡輪の「ときめき
ビーチ」に隣接し、公園には大型遊具もたくさん
設置されています。BBQも楽しめ、四季折々の
花も見物です。

にしたきゅうりを入れさっと炒め、砂糖
・酢・しょうゆで味付けして冷蔵庫で一
晩寝かす。

２．成分が異なる種類の防虫剤を一緒に入れて密封する。
資料：財団法人日本消費者協会
消費力検定委員会
「消費者力検定」
ホームページより

せんなん里海公園

岸和田北ⅠＣ

より
モニターさん

料

きゅうり���������２本
ラディッシュ�������２株
ニンジン���������１本
セロリ����������１本
〈調味液〉
酢����������１カップ
砂糖���������大さじ２
水����������１／２カップ
ローリエ���������１枚
塩・こしょう・シナモン・しょうが
（す
りおろす）��������各少々

消費者力検定に挑戦！ Ｑ
衣生活編

おすすめ

いよやかの郷

さ と う み こ う え ん

いずみ
さんの

機関誌
モニターさんの

さ と

牛滝温泉
開館時間

ったら、親がきちんと子どもを見てお
くべきです。

う し た き お ん せ ん

阪和自動車道



トーク・カフェ

田村節子

おねしょが治らず、人知れず悩まれている方もたくさんいらっ
しゃると思います。そんなおねしょにもいろんなタイプがあり、
病態や原因、治療方法が徐々に解明されてきています。親子でお
ねしょを治す、おねしょのバイブル本です。

より
モニターさん

・６歳になった娘が、
おねしょをするようになりました。
幼稚園のお泊り保育もあるので早いうちに治したい。
母や親戚におねしょの治し方を聞いたりしましたが、
どれもおねしょの核心に触れるものがなく困ってい
ました。ママ友にこんな本があると勧められ、自分の
もってる、おねしょに対する知識が間違っていたこ
とに気づきました。それから親子で頑張り、お泊り保
育までに完治しました。 まーちゃんママ（30代）

せんなん里海公園
箱作駅
線

本
南海

淡輪駅

26

箱作小学校前

箱の浦ランプ北

淡輪口

道

阪和

第２

・夏 の海水浴にBBQも楽しめる。 秋
は公園で遊べるし、花もたくさんあ
りウォーキングや海辺で小さなカニ
なんかもとれて、子どもも大人も楽
しめます。
土濱恵子（30代）

機関誌
モニターさんの

おすすめ

Cinema
映

画

西の魔女が死んだ

●発売元／アスミック 販売元ⓒ2008「西の魔女が死んだ」
製作委員会／角川エンタテインメント 4,935円（税込）
児童文学のバイブルともいえるロングセラー小説
（梨木香歩著）
を
映画化した『西の魔女が死んだ』。 中学に進んでまもない夏の初め
に、 学校へ行けなくなったまいは、 森でくらす“西の魔女”ことイギ
リス人の祖母から、大自然の生活を通して生きることの大切さを教
わる作品。

より
モニターさん

・子ども向けだと思っていましたが、どこか懐かしい田舎と
子どもの頃を思い出せるファンタジーです。やさしい祖母
に会いたくなります。
flower主婦（30代）
・本来は児童文学ですが、大人が読んでもまた違った意味で
面白いと思う。主人公の少女だけでなく、その祖母や母親
にも感情移入できる。
やっちゃん（40代）
・自分の子どもの頃に戻って、人生の中で大切にすべきもの
をおばあさんから教えてもらった気持ちになりました。

ちべ（30代）

※答えは13ページをご覧ください。
11
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福祉事業
だより
福祉事業の状況

事業・経営の状況
４月度の実績

福祉事業収入
合計
利用者数合計

事業
報告

※利用者数はのべ人数

４月度の実績
組合員数

昨年と比較すると

358,358世帯

（自由脱退者を含む）

1,124人

５月度理事会より

①第35回通常総代会について
面議決書、委任状、招集手続に伴う連絡事項）、議事日程
理事会案、総代会役員の理事会推薦候補者、「アピール」
案について確認しました。

②決算関係書類および事業報告書について確認しました。

118億8,449万円

出資金総額

協議・決定した事項
第35回通常総代会の議案書、招集手続き（招集通知、書

昨年と比較すると

45,770千円

理事会
だより

第35回通常総代会にて提案する決算関係書類と事業報告
書について確認しました。

なんでも介護相談実施中 ! !

供給高累計

48億5,775万円

（個別相談は要予約）

（共同購入事業）

39億3,131万円

（店舗事業）

7億2,419万円

（その他事業）

2億0,225万円

剰余金累計

2億4,083万円

（供給事業）

2億1,271万円

（共済事業）

3,002万円

（福祉事業）

－190万円

介護の悩み・相談、生協へご相談ください。
介護に関する、相談や依頼が増えています。ホームヘルパー
２級、介護福祉士の資格をお持ちの方、お待ちしております。
ヘルパー募集中！
ぜひ、一度お問合せください。

お問合せは

福祉事業部 ☎072－232－3731
（月～金／午前９時～午後５時）

③執行役員の選任（４名）と執行役員報酬について確
認しました。
④アメリカ産牛肉の取り扱い再開について
新旧総代懇談会および地域での学習会で出された意見も
ふまえ、
店舗・共同購入でのアメリカ産牛肉を主原料とする
加工食品の取り扱いとSM店舗での完全固体識別可能牛の
アメリカ産精肉の取り扱いを再開することを決定しました。

⑤対外役員の派遣について確認しました。
・コープきんき事業連合の役員選出に伴い、理事として理
事２名、
監事として監事１名の推薦候補者を確認しました。
（６月13日のコープきんき事業連合総会にて決定される予定）
・㈱コンシェルジュの独立性をさらに担保すること内部統

入院保障について

共済事業
だより

共済ワンポイント！

コープ共済《たすけあい》の入院保障の特長
①「１日目から」保障されます。
医療の進歩と共に入院日数は年々減少傾向。そんな中、コープ共済は「日帰り入院から保障」
で喜ばれています。通院か日帰り入院かの判断は「領収書」。領収書の「入院欄」に点数や金
額の記載の有無をご覧ください。「外来」と記入があれば通院です。
※
「１日目から」保障は現在募集中コースに限ります。一般コース ・ ケガ通院Ｃコースの病気
入院は「５日目」からの保障となります。
一般コース・ケガ通院Ｃコースから健康状態に関わらず変更できるコースもありますので、
ご希望の際はお気軽に下記フリーダイヤルにお問合せくださいね！
②健康保険が適用されれば検査入院でも保障
入院保障の基準は「健康保険の適用になる入院かどうか」です。健康保険が適用にならない人
間ドックなどは保障対象外ですが、病気を調べるための健康保険が適用になる「検査入院」は
保障の対象です。
③１入院あたり184日（Ｊ18コースは360日）とロング保障
１入院あたり184日までとロング保障が喜ばれています。しかも、通算日数無制限。

衣生活編

A 正解 １温度や湿度の変化による影響を避ける。また、防虫剤によ
衣類を保管する際は気密性の高い容器を選び、外界の

る室内汚染も考えられることから、容器は密封状態にしておくべきであ
る。防虫効果のあるガスは重く下に流れるので、防虫剤は衣服の上のほうに
入れる。種類の異なる防虫剤を併用すると液化してシミになることもあるの
で避ける。
乾燥剤は湿気をとるためのものなので、
一緒に入れても問題はない。
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代表権のない取締役副社長として理事１名の派遣を確認し
ました。

監事会
だより

CO･OP共済《たすけあい》共済金
（2009年５月現在）
お受け取り状況
５月度

共済金種類

件

死亡など

数

共済金額

28

2,328万円

入

院

798

3,928万円

手

術

297

1,437万円

ケガ通院

1,727

2,627万円

79

285万円

2,929

1億605万円

家族死亡･住宅災害
合

資料の請求・お問合せ等は、下記までお気軽に
共済専用（コープ共済連）0120－199－801
（月～金／午前９時～午後６時）

消費者力検定に挑戦！

制上グループ管理体制を構築することを目的に、今年度は

計

（2009年４月～2009年５月）
2009年度の共済金
お受け取り実績

件

数

5,677

①新旧総代懇談会のまとめについて
４月13日～24日の期間、８会場で開催された新旧総代懇
談会のまとめの報告（出席状況 ： 第 35 期総代出席率 65.4
％、出された主な意見 ・ 質問、今後検討の必要な事項な
ど）がありました。第35期総代の議案書学習会または新旧
総代懇談会いずれかへの出席率は76.4％となりました。
議案書学習会
新旧総代懇談会
いずれか出席
定数 出席 率 定数 出席
率
定数 出席
率
東大阪ひがし 30 20 66.7％ 30 16 53.3％ 30 23 76.7％
東大阪にし 31 17 54.8％ 31 18 58.1％ 31 21 67.7％
八尾
42 24 57.1％ 41 24 58.5％ 42 29 69.0％
柏羽藤
58 27 46.6％ 58 37 63.8％ 58 41 70.7％
松原
19 14 73.7％ 19 15 78.9％ 19 17 89.5％
富田林
43 29 67.4％ 43 32 74.4％ 43 35 81.4％
河内長野
30 10 33.3％ 30 14 46.7％ 30 23 76.7％
堺北
44 24 54.5％ 44 35 79.5％ 44 39 88.6％
堺中央
32 16 50.0％ 31 19 61.3％ 31 26 83.9％
堺南
50 29 58.0％ 50 36 72.0％ 50 39 78.0％
和泉
48 24 50.0％ 48 30 62.5％ 48 36 75.0％
岸和田忠岡 37 20 54.1％ 37 20 54.1％ 37 22 59.5％
りんくう
32 18 56.3％ 32 24 75.0％ 32 26 81.3％
阪南
23 12 52.2％ 23 18 78.3％ 23 19 82.6％
合計
519 284 54.7％ 517 338 65.4％ 518 396 76.4％

②㈱コープ大阪サービスセンター、㈱コンシェルジュ
の決算報告がありました。
③温暖化防止自主行動計画について報告がありました。
2008年度の商品供給１億円あたりのCO２排出量は17.5ト
ン（計画比100.4％、基準年比99.6％）となり、ほぼ計画を
達成しました。また、2009年度～2011年度計画では、新商

2008年度監事会活動のまとめ
生協監事監査基準に基づいて監査をおこないまし
た。期中監査では共同購入センター・店舗の業務執
行状況、金庫管理の状況、供給未収金の管理状況、
業務委託の状況、共同購入部の業務執行状況、統合
マネジメントシステムの運用状況、コープアイメゾ
ン河内長野（介護付有料老人ホーム）の業務執行状
況、法令・諸規則・マニュアルの順守状況、有形固

共済金額

定資産・リース資産の管理状況を監査しました。中

2億936万円

間・期末監査では、役員幹部への質問書の提出・ヒ

CO･OP共済加入状況（2009年５月現在）

報告・確認した事項

アリング・理事会議事録・稟議書・契約書などの書
類閲覧、また、財産の状況について決算関係書類を

共済の種類 いずみ契約者数 全国加入者数（４月）

監査し、あわせて勘定残高および日常取引の状況に

たすけあい

165,729

5,584,993

ついても監査しました。期末に棚卸立会いをおこな

あいぷらす

22,671

873,890

いました。

火災共済

8,339

375,252

6/16

品検査センターや新物流などの新規施設設置を反映する結
果、基準年比で大幅な増加（2011 年度想定 136.1％）となる
旨報告がありました。
引き続き、温暖化防止のとりくみをすすめつつ、今後の
対策について政策化をはかります。
近い将来に、原単位目標ではなく排出総量の抑制・削減
が求められたり、自主行動計画の未達成部分に対して実効
ある処置が求められることも想定して、以下の対策をすす
めます。
（１）各事業分野で徹底した省エネを追求します。
（２）社会的なアピールも考慮した、生協らしい環境のと
りくみをすすめます。
（３）環境税や排出権取引などの支出を想定して、環境貢
献、組合員・地域社会からの支持、経済合理性などを
考慮した対策の選択肢について、検討をすすめます。

第35回通常総代会に出席しました。
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定額給付金

家計の足し
待ちに待った定額給付金の配布。
さて、何に使うかな～♪ と楽しみに
していたのに、不況の煽りか、４月から
「ガクッ」と給料が減ってしまいました
… トホホ
たまにはパーッと“家族でお楽しみ”
のはずが“家計の足しに…”になりそう
です。
堺市 ピンキーピンク


ヒヤっとしたこと

どっち派ですか？
うちは家族４人で大人２、小人２なの
で６４，０００円の給付金でした☆
ずっと欲しかった食器棚をかったので
す が、 そ の 後 だ ん な か ら、
「オレは別で
１万 ２千ちょ ー だいな」っ て言われて、
「えっ、 なんで」っ て思っ たんですが、
みなさんのお宅では、家族でみんなで使
う！派か、家族１人１人やまわけ！派か
どっち な の か な ぁ …
岸和田市 ももたけ


大変……
なんやかんや言われていたけど、実際
はじまったら一様に皆んな喜んでいる。
でも…
これからが本当に大変だな…
和泉市 イモっ子


待受画面は？

堺市

鳥越奈菜

ダンナさんの携帯電話をこそっと見よ
うと思って開いたら、なんと妻の私の顔
が待受画面になっていて、ヒヤッとしま
した。やっぱり見るのはやめようと思い
反省。結婚８年目、これからも仲よく、
お互いを信頼してＨａｐｐｙ に過ごして
いこう ね 。
待受画面にしてくれてありがとう、幸
せ！


お世話だいすき

結婚

周年に……

２００８年の 月に、結婚 年目を迎
えた。夫から、記念に何かプレゼントす
ると言われたが、欲しいものが思いつか
ず、春になったら家族旅行をしようと提
案した。
１月位から計画を練り子どもたちが行
きたがってるディズニーランドに行くこ
とにした。もちろん自腹で。
ちょうどその頃、定額給付金の支給が
決定した。ＥＴＣの地方割引とも重なっ
た。
私たち家族にとっては、結婚記念の国
からの祝福のような楽しい旅行の思い出
となった。


負の財産

堺市 ワタナベさん

東大阪市 ヨーコｃ ｈａｎ

後世に負の財産を残すという定額給付
金。果たして良い政策なのかどうか不安
だらけですが、使うことによって景気回
復という言葉を信じて、レジャーに使い
たいです。モノエコをモットーにしたい
ので、物は買わず、残らない事に使いた
い。


独身だったら……
わが家は、定額給付金・子育て応援手
当ともに貯金しました。５月は固定資産
税・車税もあり、もの入りだからです。
子どもが小さくてよくわかっていない
からよかったけど、大きなお子さんのい

（テーマ外）

長男の大好きだった去年亡くなったお
じいちゃんが守ってくれたのだと思いま
す。
おじいちゃん ありがとう。
柏原市 あっちゅちゅ


楽しい会話

２～３㎞離れた神社で生息しているら
しいふくろう（ミミズク？）が夜になっ

富田林市 ポッチヤマ

らっしゃるお家はもめただろうなぁ…
住居ローンもあり、使いたくても使え
ません。独身だったらパーッと使ったか
もなー。


低額給付金
「低額給付金」の間違いじゃないかし
ら、何に使ったんだろう。求められる見
返り（増税？）が恐い。
富田林市 ねこまま


しわ寄せ増税
いただけるのはとてもうれしいのです
が、若い人たちに後々、しわ寄せ増税と
なるようで心苦しいです。
「これに使った」と思えるものを買わ
なくちゃと考えています。
堺市 まりりん


家族会議

和泉市

すみこりん

定額給付金が出るとわかった時から子
どもたちは「新しいゲーム機を買う！」
だの「自転車を買う」ｅ ｔｃ …好き放題
言っていました。…が、ここで何のため
に今回給付金が出るのか？ から始まり
我が家の家計事情などを家族皆で話し合
う機会が持てたことをありがたく思って
います。


て家の近くの森にやって来て、「ホゥー・
ホゥー」
と鳴きます。
試しに私も真似して
「フォゥー・フォー」
と返していました。
最初のうちは何の返答もなかったので
すが、最近では「ホー・ホー」と返して
くれます。姿は見えないのですが、楽し
い会話です。 
東大阪市 ト音記号

○ec･セコちゃれんじ：
「化学ぞうきんの作り方」
○メールスペースのテーマ：
「夏バテ」 「まつり」

次男

きっち

＊クイズ当選者は６月号当選分より、交流ページ・レシ
ピ採用分の変更は９月号掲載分より変更します。
（た
だし、店舗のみ利用の方には従来通りとなります）
＊請求明細兼請求書（商品お届け表）
〈ポイント明細〉
でご確認ください。
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大里ミートセンターの合挽ミンチをご
紹介します。

強いぞ

河内長野市

仔馬

○商品紹介：
「合挽ミンチ」

この欄への投稿をお待ちしております。
イラストや写真なども、どうぞお気軽にお寄せください。
（送っていただいたものは返却できません）
ヒヤっとしたことですが…
男の子二人兄弟の我が家ですが、下の
弟のほうが何をするのも、大胆で公園に
行くたびにヒヤっとしまくってます。
先日も、私が苦手な犬を散歩している
人がいたのですが、自分より大きいくら
いの犬に向かって、つかつかと寄ってい
き、犬のしっぽをつかんでいたのには、
ヒヤっとしました…
次男は強しです。


それはなっ、なんと！

和泉市

３歳の娘は１月に産まれた弟の世話を
するのが大好き。私がオムツ替えや着替
えをしていると「私がする」と言ってお
手伝い？をしてくれます。でも私の見て
ない時にまだ首のすわらない息子を抱っ
こしようとしてた時はヒヤっ としまし
た。


クイズ当選者
交流のページ・レシピ

〈送付先〉
〒590-0075
堺市堺区南花田口町２丁２番15号
大阪いずみ市民生協 機関誌委員会
FAX：072-225-2517
HP:www.izumi.coop
Eメール:info@izumi.coop
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!?

今年の９月は大型連休がやっ てきま
す。「楽しく」「面白く」「納得感」のあ
る行楽のお弁当を料理の専門家にアドバ
イスをいただき提案します。もちろん生
協の商品もいろいろ活用した提案に。ま
た、機関誌モニターさんからのアイデア
料理も掲載。

!?
〈変更内容〉
生協ポイント（500ポイント）
生協ポイント（100ポイント）
〈従来〉
500円図書カード
100円程度の粗品

HP、ハガキ･封書、FAXやEメール
でも受け付けています。

毎号のクイズの当選者には500円の図書カードを、
メールスペース
（交流のページ）
、かんたんレシピへ
掲載させていただいた方に粗品を進呈してきました
が、
次号より謝礼の内容を変更させていただきます。

※お便りを掲載する場合、
必要により要約
する場合があります。
ご了解ください。

ありがとう

機関誌いずみ メールスペース、
クイズにご参加のみなさまへ

10
○特集：
「秋の行楽に楽しいお弁当･提案」

14
15

!!

45

おじいちゃん

ゴールデンウィークに子どもたちとピ
クニックに出かけました。うれしくて大
はしゃぎの子どもたち 色々な遊具に走
り回ってた長男（６歳）が石につまづき
ころびました。すぐに立って
「痛ーい 」
っと脇腹をおさえて泣き出しました。パ
ッと下をみると石がごろごろ…うったん
だ っと見てみると骨盤の５㎝ 上…もう
少し下なら骨盤おれてたかと思うとヒヤ
汗がとまりませんでした。

次号予告

!!

８年半も前のことになりますが、３人
目を出産するために実家に帰っていた時
のこと。私の足にまとわりつく３歳と２
歳の娘に話しかけながら、食器を洗って
いた時、食器乾燥機の中に、うす汚れた布
のかたまりが…そうじに使った布を母が
間違えて置いたのかと、近視の私は目を
凝らして顔を近づけると…それはなっな
んと
うずを巻いたヘビ でした。娘
たちの身を案じ、息を止めたまま乾燥機
のふたを閉め、マッサージチェアでくつ
ろぐ父のもとに。父は笑うばかりでなか
なか信じてくれませんでしたが、台所へ
行くと驚き、外で退治してくれました。
長さ センチ位のヘビでしたが、８月の
暑い日に、身も心もヒヤっとした出来事
でした 。 泉
 南市 なのちゃんは天使
!!

テーマ
テーマ

カンタンレシピの投稿をお待ちしています。
10 月号に掲載するレシピを下記のメールス
ペースでお寄せ下さい。採用された方には
生協ポイント100ptをプレゼントします。

河内長野市

めぐママさん

富田林市

材

カレーそうめん炒め

作り方

料

トマト�� 小５～６個
氷砂糖又は砂糖� 50g
赤ワイン又は白ワイン
����� 大さじ１
水������ 180㏄

材料（４人分）

大阪いずみ市民生活協同組合

そうめん���� ４束
たけのこ（あれば）
�����小1/2本
ピーマン���� ２個
人参������� 40g
もやし����� 150g
焼き豚か豚ばら肉 120g
サラダ油�� 大さじ２
⎧ カレー粉小さじ1/2
Ａ⎨ コンソメ��1/2個
⎩ 酒��� 大さじ１

①そうめんは半分に折って、かた
めにゆで水にさらしておく。
②たけのこ、人参、ピーマン、焼
き豚を細切りにしておく。
③フライパンに油をひき、②を入
れ水を切った①を加えて炒める。
④もやしを入れて、Ａの調味料を
入れ味をととのえる。

▼切りとってハガキに貼って投函するか、配送時、担当職員にお渡しください。お店では
サービスカウンターまで。FAX 072･225･2517 E-メール info @ izumi.coop でも可

✂

８月末
で
消印ま
有効 10月号のテーマは……「運動会の思い出」
「あの時ごめんね」

年齢 いずれかに○印を

おなまえ（ペンネーム）

（

「不等号ナンプレ」
不等号の向きにしたがって、タテ・ヨコの各列
に１～５の数字を１回ずつ入れてください。

TEL

（

）

※生協登録の電話番号をご記入ください。

）

歳

共同購入・店舗

市町村

Ｑ．Ａ、Ｂ、Ｃに入る数字の合計は？

＞

＞
＜ ３ ＜
１

１
＞

＞

Ａ

５
Ｃ

２ ＜

３

＞

＞

＜
＞

＞

Ｂ

＞

５ ＞ ２ ＞ １ ＜
３

２
＞

＞ １

＞

私たちは消費税の増税に反対します

正解者の中から抽選で10名の
方に生協ポイント（500pt）
プレゼントします。右のメー
ルスペースでお寄せください。

＞

編集／機関誌委員会

堺市堺区南花田口町2丁2番15号 TEL 072（ 232）3 111

発行責任者／藤井克裕

①トマトは湯むきにする。
②鍋に水、赤ワイン（白ワイン）、
氷
砂糖を入れ沸騰させる。
③沸騰した鍋の中に、湯むきにした
トマトを重ならないようにいれる。
④落しぶたをして弱火で８分ほど煮
る。
⑤粗熱をとってから冷蔵庫で冷やし
て出来上がり。

作り方

＞

2009

7･8 No.356

トマトのコンポート（トマトの砂糖漬け）

そうめん大好きさん

＜ ５ ＞ ２ ＞

６月号のクイズ解答は「３・５・６・７・９」でした。
※５月号クイズの当選者は、日野由美加さん他９名です。
応募総数は359名で正解者は187名でした。
当選は発送をもってかえさせていただきます。

７･８月号の
クイズ解答
宛先：〒590-0075 堺市堺区南花田口町２丁２番15号 大阪いずみ市民生協 機関誌委員会
※掲載に関して匿名・ペンネームをご希望の方は、
その旨お書きください。
お名前もお忘れなく。
※写真など送っていただいたものは返却できませんのでご了承ください。
※お預かりいたしました個人情報は、機関誌やＨＰへの掲載のみに活用させていただきます。

