国内自給率向上のために﹁くらし
を 守 る 事 業 ﹂﹁ 食 の 安 全 ﹂﹁ 環 境 ﹂を
考えて農業に携わる人を育てるた
めの農場をつくり安全な作物を作
ることはできないでしょうか︒
今の日本農業の危機的な状況 を 生 み
出している大きな要因は担い手 の 問 題
です︒また︑農業に携わる人と 交 流 す
ることも大変大切です︒農業は 食 の 問
題であり︑環境保全︑地域や人づくりにも 結 び つ
く大切なものです︒﹃そうしたことを︑ 積極的に
取り組もう﹄というのが︑今年度よりスタ ー ト す
るいずみ市民生協の中期計画のひとつの柱 で す ︒
現在︑﹃店舗の生ゴミから堆肥を生成し︑ その

販売﹄という︑食品リサイクルのループづくりを
実 現 で き な い か と の 研 究 を 開 始 し て い ま す︒ ま
た︑産直も再度産地を増やす取り組みもすすめ︑
生産者と組合員との交流︑食の安全の輪を広げて
いければと考えています︒

店舗経営が厳しい状況下で︑なぜ
毎年出店し続けるのでしょうか︒
リスクが高いような気がします︒
また︑泉州の出店が相次いで決ま
っていますが︑出店するのであれ
ば︑他のエリアにも出店してほし
いと思います︒
年度店舗供給高

億円︵予算比１０３・９％︑前年

いずみ市民生協の
は
・８億円の供給

比１１４・４％︶です︒また︑新規店
舗は︑コープ城山が
高で順調に推移しています︒
店舗を取り巻く環境は厳しいですが︑組合員の
ふだんのくらしを賄える店舗事業の展開を全エリ
アですすめていき
ます︒２００９年
度︑２０１０年度
と泉佐野︑貝塚に
出店しますが︑随
時︑他のエリアの
店舗出店候補地も
理事会で議論をす
すめ︑ご期待に応
えられるように一
層努力してまいり
ます︒

商品検査センターの移転が予定さ
れていますが︑どのような検査機
能が追加されるのでしょうか︒ま
た︑センターの見学なども可能な
のでしょうか︒
現在の商品検査センターの検査機能
は︑①微生物検査 ②食品添加物検査
③残留農薬検査 ④抗菌性物質検査
⑤ＰＣＲ検査︵遺伝子組換え食品︑
米 の 品 種 特 定︑ う な ぎ 品 種 特 定︑ 畜 肉 の 品 種 特
定︶の内容となっています︒
商品検査センター移転後は︑食品のアレルゲン
年度下期より開始予定︶︑ 食品中の重金

属類検査︵カドミウム︑鉛︑水銀など︶を新たな

検査︵
検査機能として追加する予定です︒
また︑現状行なっている検査で︑抗菌性物質検
査は検査方法を見直し︑一度に多くの物質が検査
可能な一斉分析法を採用し︑より幅広く検査がで
きるようにしていきます︒
新しい検査センターは︑和泉市テクノステージ
の物流センター近くに移転します︒センター見学
は現在と同様に申し込みいただければ可能です︒
見学スペースも十分確保し︑見やすくやかりやす
く︑商品の安全性のとりくみなどが実感していた
だける見学を考えています︒また︑簡易実験など
も体験できるように準備をすすめています︒
さらに︑商品検査センター移転後に産地偽装対
応検査も検討しています︒

目標を決めるＣＯＰ

がデンマークで開催されま

て︑家庭でもできる省エネ︑省資源につながるリ

す︒これに向けて︑関西でも環境ＮＧＯや環境団

２００８年度は︑全国の生協組合員とともに︑

ネットワーク関

作られた﹁ＣＯＰ

体︑消費者団体︑生協︑生産者団体などによって

キャンペーンにとりくみました︒１日エコライフ

を中心に活動をすすめています︒

サイクルへの参加など︑ライフスタイルの見直し

て、ポイント換算します。

ともに︑泉佐野市いずみの森と堺市共生の森に１

は延べ １︑ ３０５万人参加︶︒ １日エコライフと

で延べ３３２︑４５０人が参加しました︵全国で

ＮＯレジ袋や環境配慮商品の利用啓発を行い全体

のとりくみや︑共同購入・店舗でのリサイクル︑

内していきます︒

広く組合員にご案

習会やイベントを

生協も参加し︑学

西﹂にいずみ市民

４８本の苗木の植樹を行い︑大阪府より﹁おおさ
か環境賞﹂準大賞をいただきました︒
２００９年度は︑ 家庭の中で ＣＯ ２排出が年間

15

堆肥を使って野菜作り︑その野菜を生協の お 店 で

地球温暖化について︑生協で出来
る事がまだまだあると思います︒
もっと組合員によびかけを強めて
いってほしいと思います︒
これ以上の温暖化を防止して い く た
めに低炭素社会への転換が求め ら れ て
います︒その場合︑①現在︑社 会 全 体
の経済活動から家庭での消費生活ま
で︑化石燃料︵炭素︶由来のエネルギーに 依 存 し
ていますが︑これを風力・太陽光・バイオ マ ス な
どの自然エネルギー・再生エネルギーに転 換 し て
いくこと︑②生産・流通・運輸から消費ま で ︑ 省
エネルギー技術の推進︑省エネ製品の普及 ︑ ラ イ

20週目に
30週目に

環境賞授与式

100ポイント
200ポイント
をプレゼントします。
どのタイミングからでもチャレンジできます。

で最も多くなる夏と冬に﹁１日エコライフアンケ

※ただし、前月の口座振替済金額が15,000円以上の方が対
象です。

フスタイルの見直しなどによって社会全体 で 省 エ

【例】
加入期間５年･ポイント対象金額が5,700円の場合
5,700円×５倍＝28,500 ⇒ 29ポイント獲得

ート﹂を呼びかけていきます︒

「目指せ30回！マラソンポイント」
連続利用 10週目に 50ポイント

NEW
４．休まず利用するとお得な

15

３年目 ４年目〜
４倍
５倍
加入期間 〜１年目 ２年目
倍
率 ２倍
３倍

EW

8
9

08

17

.3
09

91

月には各国の ＣＯ ２削減の新たな

N
「毎月第２回の感謝倍率」
ポイント対象金額に加入期間に応じた倍率を掛け
３．ながくたくさん利用するとお得な

通常総代会に向けて総代さんから出された質問に回答した
ものをまとめたものです。

『端数が切り捨てになるとつらい』などのご意見を
多数いただき改善しました。
【例】 ポイント対象金額が 1,300円 の場合

ま た︑ 今 年

新しくできた制度

今回の「声のＱ＆Ａ」は、今年６月に開催された第35回

１．利用ポイント
（1,000円で１ポイントの基本ポイント）
1,000円未満を切り上げ計算にします。

12

ネ化を推進していくことが必要です︒

貯めやすく・使いやすく改善

生協の組合員活動の分野では︑主に②に 関 連 し

ポイント制度に関するさまざまな声をもとに、
新しい制度ができました。

.2
２．使用可能ポイント以上を記入しても、無効にならな
いように改善しました。
【例】 使用可能ポイント1000ポイントの人が使用欄に
1500と記入すると
今まで ０ポンイト
（無効）
→ 10月から 1000ポイント
（ポイント残高がよくわからない時
『とりあえず多めのポイントを記入』 でも
OKに）

.1
.4

共同購入のポイント制度が
新しくなります！
！（2009年10月〜）

今まで １ポイント → 10月から ２ポイント

機関誌
モニター
さんの

「敬老の日」
、父母にどうしてる？
孫ができてから！

トーク・カフェ

孫が祝う

元気な姿を見せにいく
「敬老の日」といってもいろいろな考
え方の人間がいるので「年寄り扱いされ
た」といって怒る人もいると思うので何
歳からというのは難しいところです。プ
レゼントは子どもや孫の元気な姿を見せ
に行くのが最高のプレゼントになるので
はないでしょうか？ もじゃお（30代）

メールでじゅうぶん

プレゼントはむずかしい…
私の子どもが成人した頃でしょうか？
私にとっては父母はいつまでも父母であ
り老人とは思いたくない気持ちがありま
す。父の日、母の日にプレゼントはして
いるし、でも自分の子どもが父の日、母
の日に「肩たたき券」や「絵」ではなく
自分で稼いだお金でプレゼントをくれる
ようになっ たら、 成長を感じるととも
に、親も年老いたんだと思うのかも…プ
レゼントは本当に難しいですね。現金が
一番なのでは。趣味があれば分かりやす
いですが…
tama（40代）

お お さ か

60年の巡り
還暦or孫ができてからでしょ うか？
定年は早期になったり、はたまた延長さ
れたりと様々ですが「60年」という巡り
には深い意味があるように思う。孫が生
まれれば年齢はさておき、おばあちゃん
とおじいちゃんですし、プレゼントは簡
単なもので。夫と私の親に贈ると大変な
負担になるので。
眠れる森の主婦（20代）
〈敬老の日にプレゼントはしてますか?〉

とくに
していない
必ず
している

11％

孫から
プレゼント

72％

食事が一番

〒589‑0007
大阪狭山市池尻中２丁目
開館時間
10時〜17時
（入館は午後４時30分まで）
休 館 日
月曜日（祝日の場合は翌日）
年末年始
（12月28日から１月４日）
問い合せ
☎：072‑367‑8891
http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/
住

ｅｃｏ・セコちゃれんじ

所

ふ

り つ は な

油

食生活編
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

狭山池

より
モニターさん
・土木遺産や地層の断面などの切り取ったあとが、そのまま展示されていてボ
ーっと見ていても飽きない。狭山池のほとりを散策するのが季節に関わらず
とてもいいですよ。
えつ（60代）
・博物館の中や近くの公園でゆったり遊んだりできます。散歩をしたり、お弁
当を食べたりして四季を味わえます。
大口真弓（30代）

え ん

〒586‑0036 河内長野市高向2292‑１
９時〜17時
（入園は16時まで）
170
休 園 日
毎週月曜日
218
問い合せ
☎：0721‑63‑8741
料
金
大人500円 高校生300円
中学生以下無料
http://www.osaka‑midori.jp/fululu/
所

機関誌
モニターさんの

おすすめ

烏帽子形公園

ブック

Book

371

371

より
モニターさん
・ゆったり花を見ながらおしゃべりとお茶で楽
しみました。
Ｎ・Ｋ（60代）
・四季ごとに花が綺麗で、温室があり各種イベ
ントもあります。中学生以下は無料で年間パ
スポートもあり、お弁当を持っていくと１日
中遊べます。
Ａ・Ｍ（30代）

機関誌
モニターさんの

おすすめ

〜インガルス一家の物語１〜
空のペットボト
ルに入れ、よく
まぜる

キリふきで布に
かける

ポリ袋に布を入れ
液をふりかけ一晩
均一にしみ込ませる

●発売元：福音館書店
ローラ・インガルス・ワイルダー作
1,680円（税込）
100 年前の北米の森と草原を舞台に、少女ローラとその一家の開
拓生活を描いた大河物語の１冊目。確かな生活の持つ迫力が、時と
国境を越えて、読む者の胸にせまってきます。

より
モニターさん

次の文が表す栄養素を選びなさい。
体内でスポンジのように水分を吸って膨らみ、そのまま
消化されずに腸内を進んで腸内の余分なコレステロール
や糖分、有害な発がん物質などの吸収を抑える。

１．たんぱく質

２．ビタミン

３．ミネラル

４．食物繊維

・私が一番好きな本です。でもとても長い本です。子ども
に毎晩少しずつ読んで聞かせました。今は成人となった
子どもたちですが、とても良い思い出となっているよう
です。
おおさかのおかん（60代）
・普通の田舎のどこにでもある小さな家が、周りがどんど
ん都会になってしまっても、そのままの姿で頑張ってい
る姿が昔にはありえなかったが今は現実になっている本
だと思います。 昔に読んだのですが忘れられずにいま
す。
肝っ玉ゆりちゃん（40代）

映

画

Cinema

ブタがいた教室

大きな森の小さな家

台所洗剤

灯

ぬるま湯

消費者力検定に挑戦！ Ｑ

カップ

龍神社

開催時間

①ポリ袋に古着を入れる。
②混ぜ合わせたⒶを①の中に
入れ一晩しみこませる。

カップ１ カップ

狭山池博物館

Spot

四季折々の花が楽しめ、熱帯植物等が観賞できるピラミッド型
の大温室、ボタン園、バラ園、あじさい園等、色彩豊かな花々が
園内を飾っています。また、各種イベントや園芸、押し花などの
講習も開催されていて、見るだけでなく参加する楽しさも味わえ
ます。

作 り 方

ポリ袋
古着………使いやすい大きさに切る
Ⓐあらかじめ混ぜておく
・ぬるま湯………………１カップ
・灯油…………………… カップ
・台所洗剤……………… カップ

か

198
市立東
小学校

スポット

大阪府立花の文化園

お家のホコリとりには何を利用していますか？ホコリとりには科学ぞうきんが最適です。ホコリを吸い
つけて離さないので、ホコリを舞い立たせずにキレイに掃除ができます。その科学ぞうきんが、家にあるも
ので簡単に作れます。古くなった下着や古着を捨てずに上手に使えば、よりエコなお掃除道具ができます。
用意するもの

ぶ ん

おすすめ

26

三日市町駅

科学ぞうきん

機関誌
モニターさんの

や ま い け は く ぶ つ か ん

花の文化園

いずみ
さんの

機関誌モニターアンケート６月号より

さ

日本最古のダム式ため池である狭山池の
土木遺産を保存・公開する博物館で、安藤
忠雄氏の建築物としても有名です。

住

まだ気は若いと思っているのでプレゼ

り つ

大阪府立狭山池博物館

お お さ か

17％

ふ

南海高野線

主人82歳、私72歳ですが「父の日、母
の日」があるので誕生日祝いもあり、現
在は息子たちよりは敬老の日のお祝い、
プレゼントはありません。あまり祝って
ほしいとは思いません。しいていえば孫
たちのメールでもあったらうれしいかな
といったところです。 山嵜正子（70代）

自分に子どもができて、その子どもが
敬老の日を理解するようになってからお
祝いすると思う。（親の年関係なく）親
も老人になったとは、いつまでも認めた
くないだろうし、子どもが祝うよりも孫
が祝うのがいいのかも。子は父の日、母
の日のみで祝うのがいいと思います。
Ｋ・Ｋ（30代）

駅
大阪狭山市

やっぱり孫ができてから、おじいちゃ
ん、おばあちゃんになるのでそれからで
は…？それまでは「父の日」「母の日」
がありますもんね。うちは遠く離れてい
るので、子どもに電話や手紙をかかせた
りしました。特別なプレゼントは贈って
いません。
のりかずママ（40代）

ントすると失礼かなということで祝った
ことはありませんが、父母を誘って食事
が一番いいのかな… やまちゃん（40代）

●発売元・販売元：日活株式会社
3,990円（税込）
ブタを飼育して、自分たちで食べる──大
阪の新任教師が行った実践授業を基にした感
動作。実際の授業は1993年にドキュメンタリーとしてテレビ放映さ
れ、賛否両論を巻き起こした。愛情を込めて育てたブタを前に、命
について、そして「食べる」という行為について考え抜く子どもた
ちの姿が胸を打つ。

より
モニターさん
・命の大切さを考えさせられる、とてもいい作品です。
Ｙ・Ｋ（40代）
・大人でも子どもでも感動できる作品だと思います。
あんちゃん（40代）
・子どもに食べることの大切さを教えるのに一番いい映画
です。命の尊さも分かって欲しい。ブタも子どもたちも
とても可愛かったし、大阪であった実話を元に作られて
いる。
ましろちゃん（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

事業
報告

６月度の実績
福祉事業収入
合計

昨年と比較すると

利用者数合計

組合員数

昨年と比較すると

②半年間休まず利用された方への『マラソンポイント
目指せ連続30回』

362,565世帯

（自由脱退者を含む）

1,096人

（２）廃止するポイントプロモーション
①今回利用７倍・２倍

出資金総額

118億4,825万円

なんでも介護相談実施中 ! !

供給高累計

140億2,639万円

（個別相談は要予約）

（共同購入事業）

111億3,241万円

（店舗事業）

21億9,933万円

（その他事業）

６億9,464万円

剰余金累計

４億4,475万円

（供給事業）

３億7,373万円

2008年度第12回理事会で報告のあった「環境募金（お取

（共済事業）

7,869万円

引先と共同企画）
」の結果（募金総額 213,466 円）報告が

（福祉事業）

−7,670万円

ありました。また、寄付団体と募金額を確認しました。

※利用者数はのべ人数

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）

②各月30点以上100ポイント
（３）ポイント活用をすすめるための仕組みの変更
①1000円未満のポイント対象額を切り上げ計算します。
②保有ポイントを超えて使用しても、エラーにならず
に使用できる仕組みにします。

３、12月７日〜18日、デンマークのコペンハーゲンで
開催される「第15回気候変動枠組条約締約国会議
（COP15）」に代表を派遣します。
４、
「環境募金」
の結果と寄付先について確認しました。

●大阪府みどりの基金「共生の森づくり基金」に、
募金額106,733円
●緑の募金に、募金額106,733円

「CO・OP共済のこと、もっと知って
欲しいなキャンペーン」で、期間中に
約9,000名の方がCO・OP共済の輪に
新しく加わっていただきました。

共済事業
だより
CO･OP共済《たすけあい》共済金
（2009年７月現在）
お受け取り状況

す。配送担当者も共済の窓口であり、一
定の場合使用できる共済金請求書類を常
備し共済金請求のお手伝いをさせていた
だきます。

７月度
数
共済金額
30
2,672万円
807
4,518万円
302
1,366万円
2,185
3,109万円
51
313万円
3,375
1億1,978万円

件

死亡など
入
院
手
術
ケガ通院
家族死亡･住宅災害
合
計

りいただくことを目的」 としておりま

（2009年４月〜2009年７月）

質問などございましたら、配送担当者

2009年度の共済金
お受け取り実績

までご遠慮なくお問合せくださいね！

件 数
12,226

共済金額
4億2,804万円

CO･OP共済加入状況 （2009年７月現在）
資料の請求・お問合せ等は、下記までお気軽に
コープ共済センター（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！
食生活編
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共済の種類 いずみ契約者数 全国加入者数（６月）
たすけあい

166,335

5,581,993

あいぷらす

23,090

889,140

火災共済

8,346

376,283

問題文は、海草などに多く含まれる水溶性の食物繊維につ
いて述べている。食物繊維にはこのほか、根菜類に多い水溶
性のものがある。いずれも腸内環境を整える働きをする。

A 正解 ４

５、監査法人との契約について確認しました。

報告・確認した事項
１、コープ城山に、省エネ設備「冷凍機器インバータ
を導入します。
制御装置」
（CO２削減効果37.0ｔ/年）
協議・決定した事項
１、2009 年 11 月より、新規事業「コープ夕食宅配」
を実施します。
日替わりの晩ごはん
（おかず）
をお届けする「コープ夕食
宅配」事業を開始します。

◆サービスの概要◆
（１）メニューについて
①栄養バランスを考えた献立です。お弁当 500kcal前
後、塩分３g以下
②管理栄養士が監修した日替わり献立で、飽きがきま
せん。
③いずみ市民生協の商品検査センターで毎日検査します。
④食材は、
いずみ市民生協の
「食品の安全性に関する自
主基準」
を順守します。
（２）お届けについて

公認会計士監査規約に基づき、2009年度の会計監査につ

①毎週月曜日から金曜日
（土日・年末年始休み）の13時

いて「協立監査法人」と監査契約（契約日：７月20日、

から18時までにお届けします。時間指定はできませ

監査日程：2009年７月１日から2010年６月30日まで、報

共済金種類

CO ・ OP共済は「共済金をお受け取

７月度理事会より

①長年利用いただいている方への『毎月の感謝倍率』
６月度までの実績

45,734千円

２、2009 年度下期より、共同購入のポイント制度を
変更します。
（１）追加するポイントプロモーション

事業・経営の状況

福祉事業の状況

理事会
だより

酬額：15,000千円）を締結することを確認しました。

６、新規商品の取り扱いについて

ん。なお、容器は同時に回収します。
②いずみ市民生協エリア内なら、離れてお住まいのご
家族にもお届けします。

南アフリカ産グループフルーツの事前検査を実施し、自

③自宅だけでなく、職場にもお届けします。

主基準に適合していることを確認しましたので、SM店

④出来たてを急速冷却機にかけていますので、冷たい

舗での取り扱いを行います。

6/30 第１回監事会を開催しました。
・09年度の監事会体制、監事報酬等および監査計画を決定しま
した。
・第１回事業所監査（共同購入センター、店舗）のすすめ方を
確認しました。
7/7 第１回理事会三役との意見交換会を開催しました。
・09年度の監査計画書を提出しました。
・また、監事会活動や理事会方針について意見交換をおこない
ました。
7/9 監事学習会を実施しました。
・第１回事業所監査（共同購入センター、店舗）の事前学習を
おこないました。
7/13〜 7/24 第１回事業所監査（共同購入センター、店舗）
を実施しました。
・09年度の監査計画にもとづき、４共同購入センター・３店舗
の日常業務や資産管理などの業務監査をおこないました。
7/14 第２回監事会を開催しました。

ままお届けします。

監事会
だより
・09年度監査法人との監査契約（報酬等の支払い）について理
事会から説明を受け、同意しました。
・役員人事委員会の委員の登録について確認しました。
7/28 第１回監査法人との協議会を開催しました。
・監事会の09年度監査計画について概要説明をおこない、監査
法人の09年度監査計画概要書を受領し確認しました。
7/30 監事懇談会を開催しました。
・第１回事業所監査（共同購入センター、店舗）
のまとめと本部
部局監査（福祉事業部）のすすめ方について話し合いました。
8/11 第３回監事会を開催しました。
・第１回事業所監査（共同購入センター、店舗）のまとめと本
部部局監査（福祉事業部）のすすめ方について確認しました。
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夏バテ

あら熱中症だ
昨年の夏︑夫がいない時間はクーラー
をつけずに乗り切ろうと思い︑肌着︑水
浴びなどで涼しくしていましたが︑室内
で熱中症になってしまいました
小さいころクーラーなしでも過ごせた
のに︑今の暑さは異常ですね︒
富田林市 ポッチャマ

夏が好き
﹁夏バテ﹂はっきりいって私はないで

りには太鼓台を引く子どもの数が少な
く︑坂道を登るのに苦労しています︒
昔は引くロープがないぐらいにぎやか
だったのに⁝
柏原市 中トトロ大好き

楽しい夏祭り

す︒なぜなら︑夏が好き〜
だからあ
の入道雲︑真っ青な空︑せみの声︑シミ
をつくるあの強い日ざしですら恋しい
高校時代の想い出がよみがえる夏︑妄
想にふける夏︒そんな夏をバテるなんて
もっと夏を愛しましょう
貝塚市 よこたん

母に感謝
私は今までかつて夏バテをした事があ
りません︒悲しいかな︑いたって元気な
体に母が産んでくれたらしくたまには寝
こんで仕事を休みた〜い︒主婦も母もお
休みに し て く れ 〜
泉佐野市 ユウコリン

これだ
夏バテにはこれだと思いました︒

分の地震？
毎年お祭りのおみこしの休憩場所は私
の家の前︒大人数の声と太鼓の大合唱で
家が揺れるんです︒１年に２度の長い
分間の地震がまたやってくる⁝︒
堺市 いさちゃん

家の中で水着生活を送ることです︒汗
をかいてもすぐひいて家事をしていても
気にせず︵水廻りなどは一生懸命できそ
うだなぁ︶やったあという達成感が得ら
れます︒来客には気をつけてネ︒
泉佐野市 捨てるのもったいないくん

突入だ
﹁夏バテ﹂どころか毎年暑い中︑ビー
ルに唐あげ︑枝豆︑冷奴⁝となかなかダ
イエットできずに秋風がふくころには体
重は増え︑そのまま﹁食欲の秋﹂へと突
入だ
助けて⁝︒
堺市 中年太りママ

心配しすぎて
毎年今年こそは夏バテしないようにと
用心に用心を重ねます︒栄養のあるもの
を摂ったりするのも一苦労でも私は︑は
りきっているせいかよく食べますが︑子
どもが食欲がなくなり心配しすぎてみん
なが元気になった 月ごろに私がバテて
しまいます︒誰もたすけてくれません！
堺市 はりきりママ

大丈夫かしら？
今春︑北海道から転勤で大阪に越して
きました︒
夏バテを初経験してしまうくらいこの
夏は暑いのでしょうか︒
今から少し不安です︒
泉南市 みっちゃん

ふたたびのトンビ ︵テーマ外︶
６月号のメールスペースにトンビにシ
ュークリームをとられた記事を読んで︒
私はトンビに天ぷらをさらわれました︒
⁝といっても︑５〜６歳頃のこと︒お遣
いで買い物カゴに天ぷらを入れて帰る途
中︑上空より舞い降りたトンビに全部持
って行かれ︑私は驚いて買い物カゴを投
げ捨てて走って帰りました︒しかし︑今
は天空高くゆっ たりと舞うトンビの姿
は︑ふるさとの思い出と共にあり大好き
です︒

まつり

熊取市

ふみママ

うちの地域の夏祭

昔はにぎやかだった

うちには２歳の息子がいますが︑だん
じり大好きで毎日だんじりのＤＶＤみた
りうちわもっておどったり︑たいこたた
いたりとにぎやかです︒息子にとって毎
日が祭りのようです︵笑︶
岸和田市 たくママ

毎日がお祭り

８月お盆が終るころから息子︵小３︶
のだんじり小屋通いがはじまります︒
鳴り物のけいこに出かけるのですが︑一
生懸命やってくるのか汗をびっしょりか
いて帰って来る姿に学校でもそれくらい
がんばってる
とききたい母です︒
岸和田市 まあーちゃん

学校では？

一度遠ざかっていただんじり祭に去年
から復活しはじめた夫︒夏になると自主
練もはじめて気合いじゅうぶん︒去年は
がんばりすぎて足の親指のツメがはがれ
てしまいました︒楽しむのはいいけれど
今年はケガのないようにがんばって欲し
いです︒

ケガのないようがんばって

テーマ

少子化の影響か

た。今後の展開にご期待ください。

?!

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）
子どもたちは︑この小さな夏祭りをす
ごく楽しみにしています︒身近な友達と
慣れた保育所内で♪ワイワイがやがや♪
迷子になっても大丈夫︒自由なこの夏祭
りに︑今年生まれた妹も初参加します︒
富田林市 あっちゅさん

委員会では、紙面展開を想定したキャラクター
の活用を検討し、富田林市のペンネーム「アイ
ボリー」さんの作品を採用させていただきまし

〈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

和さん

?!

HP、ハガキ･封書、FAXやEメール
でも受け付けています。

富田林市

○ec･セコちゃれんじ：
「ご家庭で簡単に作れる、きのこの佃煮」
○メールスペースのテーマ：
「運動会の思い出」 「あの時ごめんね」

好奇心がいっぱい ︵テーマ外︶
１歳になった孫娘！ 二階の階段をお
尻ふりふり登っていく︒途中まで行くと
怖くなるのか〝抱っこ〟と手を広げて下
におろせという︑下に下りると又登って
いく︒ア！ 腰痛！ やめて⁝︒もうつ
いていけまへん！ トホホ︒
大阪狭山市 亰守和子

今年20周年を迎える、自然派化粧品でお馴染み
のサンスター株式会社のソフトケア。そのへちま
の産地、宮城県一迫へお邪魔しました。

機関誌いずみ５月号で、募集した「ゆるキャ
ラ」 に対して約 30 件を超えるご応募をいただ
き、たいへんありがとうございました。機関誌
※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。
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15

カメさんですか？ ︵テーマ外︶

中川千恵子

○商品紹介：
「天然のへちまを使ったコープ化粧品」

」
ラ
ャ
キ
「ゆる 募集の結果について

!!
知っているようで知らなかった基礎化粧品につ
いて、気になっていたけど聞けなかった基礎化粧
品のあれこれ…基礎化粧品の「基礎の基礎」をお
聞きしました。また「こんなこと知りたかった」
という質問を機関誌モニターアンケートより抜粋
し、化粧品メーカーにＱ＆Ａ形式でご紹介します。

!!
15

!!

!!

夫の実家に毎月１回行ってます︒３時
間半かかりますが︑優しい母の役に立ち
た く て と 決 め て 行 っ て ま す︒
﹁もしも
し﹂と電話かければ必ずと﹁カメさんで
すか？﹂と受ける母︑最高ですネ︒楽し
い母で す ︒
富田林市

○特集：
「いまさら聞けない基礎化粧品」

!!

!!

次号予告

15

テーマ

カンタンレシピの投稿をお待ちしています。
11 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。

大阪狭山市

トラッキーさん

堺市

9

ベーコンポテサラ
材

料

アボカドサンド

作り方

2009
No.357

じゃがいも………… ２個
カットベーコン
……………… １にぎり
塩
黒こしょう
マヨネーズ

材

大阪いずみ市民生活協同組合

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じゃがいもは洗ってレンジで加熱
し、皮を剥いてつぶす。
②フライパンに油をひき、カットベ
ーコンをカリカリに炒める。
③①と②のベーコンを油ごと混ぜ
て、塩、黒こしょう、マヨネーズ
で好みの味付けに。
＊パンに挟んでも、とろけるチーズ
を乗 せてグラタン 風にしてもO.
K。娘も大好物です。

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。

みかりんさん

料

アボカド……………
ボンレスハム………
スライスチーズ……
サンド用パン………
オリーブオイル
塩・こしょう

作り方
１個
４枚
４枚
８枚

①よく熟したアボカドをスプーン
でくりぬき、オリーブオイル、
塩、こしょうで軽く混ぜる。
②サンド用のパンにハムとスライ
スチーズ、①を挟んでできあが
り。
＊アボカドのクリーミィな風味が
加わってワンランクアップのサ
ンドに。栄養もアップ！

▼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

✂
９月末
で
消印ま
有効 11月号のテーマは……
「私の変な趣味」・「髪型」

年齢 いずれかに○印を

おなまえ（ペンネーム）

（

「一筆書き」
①〜⑥の図形のうち、 同じ部分を二度通らず
に、一筆書きできないものが２つあります。それ
はどれですか。番号で答えてください。

①

②

③

④

⑤

⑥

７・８月号のクイズ解答は「11」でした。
※６月号クイズの当選者は、
福井理子さん他９名です。
応募総数は658名で正解者は612名でした。
当選は発送をもってかえさせていただきます。

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

９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。

