高齢世帯には食事作りが負担と
なっていると思います。
生協運営によるお弁当の配食サ
ービスの予定はないのでしょ う
か？

いずみ市民生協では、高齢世 帯 や 高

齢者の一人ぐらしの食事の支援とし

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。

配送は月曜～金曜の
13

時～

18

時 の 間 で、
「コー

プの夕食宅配」専門スタッフが配送いたします。

注文は、月曜～金曜の５日単位で、登録料や配送

料は不要です。

月の介護報酬改定により介護職の処遇改善がクロ

「コープの夕食宅配」は、いずみ市民生協の組

また、月曜～金曜に毎日伺いますので、安否確

ーズアップされ、講座を要望する声も高まっ たと

合員なら、ご利用が可能です。

認にもつながります。事前に緊急連絡先をご登録

判断し、再開することを決定しました。ぜひ多く

〈一例として〉

していただくと、万一のときにご連絡さしあげま

す。

以 前、ヘ ル パ ー の 講 習 会 を 開 催
さ れ て い ま し た が、今 後 の 計 画 は
ありますか？

10

ヘ ル パ ー を 養 成 し て ま い り ま し た。 し か し な が

ら、２００４年 月以降は募集定員に対し受講者

は約半分程度という状況が続いており、一旦、休

止をした経過がありました。一方で、講座を休止

して以降は、生協に対しヘルパー養成講座の予定

の有無に関する問い合わせが続いており、今年４

の方々の学びや就労に活用する場としてご参加く

ださい。

高齢社会を迎え、もしもの時に
安心して過ごせる老人施設に関心
があります。いずみ市民生協が運
営しているコープアイメゾンの運
営状況はどうなんでしょうか？
他の地域に開設する予定はありま
すか？

組合員の生協に対する福祉事業への

要望の高まりのなか、２００７年３月

ました。地域・組合員・利用者の願い

56

.3
にコープアイメゾン河内長野を開設し

を反映し、現在、 室すべて入居いただいている

15

状況です。また、将来の入居に備えた問い合わせ

５月から行ってきたかぎ編
み企画の第３回として、シュ
シュ作りを行いました。３回
目ともなれば、５月に初めて
始めた人もかなり手慣れた様
子で編み物を進めていまし
た。

や申し込みもいただいており、現在、 人の方に

９月８日（火） やまなみリージョンセンター コープ委員会六万寺

お待ちいただいている状態です。

かぎ編み第３回「シュシュ作り」

現状、高い関心の中、満室の運営が実現でき、

千早川で、マス釣りとつか
み取りを行いました。とった
魚はその場で焼いて食べまし
た。普段魚を食べないお子さ
んも笑顔でかぶりついていま
した。

安定的な事業運営ができていること、また、引き



続き生協への有料老人ホーム開設に期待していた

大里ミートセンターの方を
お招きして、親子でぎょうざ
作りを行いました。お肉の説
明を受けた後、大里さんが作
った具を親子協力して包み、
焼き上げました。

22

11

月に再開する予定です。

８月４日（火） 府営岡団地集会所 コープ委員会松原南

いずみ市民生協では、１９９６年か

親子で楽しくぎょうざ作り

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

７月29日（水） 千早マス釣り場 コープ委員会三日市
域での開設に向けて検討を進めて参ります。

関西気象予報士会より講師
をお招きし、お天気について
学習したり、天気を予想した
りといった環境企画を行いま
した。

Let'sマス釣り＆つかみ取り

だいていることから、行政との調整を行い、他地

７月29日（水）コープくまとり２Ｆ集会室 りんくう地域委員会

映画「アイスエイジ２」を
午前、午後の２回上映、その
間にエコ体験コーナーを設営
し、 体験していただきまし
た。

10

期にわたりホー

楽しいお天気講座

７月25日（土）堺市民会館４階大集会室 堺北地域委員会

ら２００６年まで、

2008年度に作成した八尾戦
跡マップに掲載されていない
戦跡も学習するため、八尾の
戦跡学習会を行いました。

夏休み親子映画会

声のＱ＆Ａは共同購入・“お声をはいしゃくカード”、ホ

.2
ムヘルパー・ガイドヘルパー養成講座

八尾地域委員会

年の間に延べ１３００名以上の

７月４日
（土）コープ山本集会室

社会保険労務士・行政書士
の資格を持つ組合員さんに講
師をお願いし、遺言・相続に
関するセミナー を行いまし
た。セミナー後は、試食と交
流も行いました。

を実施し、この

八尾戦跡学習会

６月22日（月） 玉手地域コミュニティー会館 コープ委員会玉手川

て、また、妊娠中や忙しいお母さんに

キムカ ユ リ

金香百合さんをお招きし、
子育てのストレスに関する学
習会を行いました。
「自分ばかりがストレスを
抱えこんでいたことに気づき
ました」といった感想をいた
だきました。

遺言・相続セミナー

11

.1
もお役に立てるよう、お弁当の配食サ

６月19日（金）浪切ホール会議室 岸和田忠岡地域委員会

金剛園芸さんを講師にお迎
えし、寄せ植え学習会を開催
しました。母の日企画として
とても好評でした。

ービス【事業名称「コープの夕食宅配」】 を、 ２

子育てストレス学習会

５月１日（金） 富田林市民会館 コープ委員会富田林北

００９年 月中旬、東大阪市、八尾市より始めま

紀ノ川農協でいちご狩りを
行いました。ビニールハウス
では、大人も子どもも大はし
ゃぎでした。

寄せ植え学習会

す。

コープ委員会大蓮

商品は、「お弁当」 と「おかず」 の ２種類で、

４月19日
（日）紀ノ川農協

栄養バランスを考えた日替わりメニューで お 楽 し

いちご狩り

みいただけます。

組合員のニーズに応え自主自発の活動をすすめているコープ
委員会。エリア（大阪南部）に132委員会があり900人を超える
コープ委員が活動しています。4～8月までに255企画が開催さ
れ7,863人が参加しました。その一部の企画を紹介します。



新型インフルエンザにどう備え
ましたか？
特に備えなかった
マスメディアにあまりにも影響されて
いて、どの情報が正確なのか…と困るほ
どでした。正しい情報をどうして得るの
か…が大切ですよね。40代 さくらんぼ

未回答

マスク、食品などの買い置きもしまし
たが、一番大切なのは「不要不急の外出
をさける」ことです。出掛けないことを
決断することも大切だと思います。

30代 しゅうと

ど う か ん

住

④粗熱をとり冷蔵庫で保存する。

おすすめ

Book
ブック

「海からの贈物」

●作者：Ａ・Ｍ・リンドバーグ／吉田健一
●発売元：新潮社 420円

訳

完璧な形をした一つ一つの貝の姿から、多くの
物質を淘汰して美しく生きる姿を見つけようとす
る作者の心のひだを綴る。

消費者力検定に挑戦！
住生活編
資料：財団法人日本消費者協会
消費力検定委員会
「消費力検定」
ホームページより

より
モニターさん

・主婦が、日々の暮らしの中で感じている、矛盾した焦燥感
などについて、寄り添う友のようにあたたかい視線で綴っ
ている希少な文章です。

（40代 和気登志加さん）
・現代社会にあふれる物や、切り刻まれた生活に流されずに
自分の時間を持つことが大切なんだと気づきました。

（30代 忙しママさん）

線

25号

国道

王寺町役場

至難波駅

大型児童館
ビッグバン

ジョイパーク
専門店街

交番

駅前
広場

バンジョ
高島屋
茶山台

館長を務める漫画家・松本零
士さんデザインのユニークな外
観が目を引きます。地上58メー
トルの高さがある巨大ジャング
ルジムや、レトロな昭和30年代
の街並みなど、子どもも大人も
楽しめます。

機関誌
モニターさんの

王寺駅
三郷駅

ＪＲ大和路線

ビッグバン

より
モニターさん

信貴
山下駅

柏原
市役所

・その季節にあった収穫体験
もさることながら、なんと
いっても広々とした庭で飼
育されているニワトリの
「天空たまご拾い」はもの
すごくおススメです。

（40代 ましろちゃん）
・日 帰りBBQもできて、 釣
りもできます。大人から子
どもまで、のんびりゆっく
りと１日中楽しめます。

（30代 K・Y）

新王寺駅
王寺駅

４．右のCPマークは、防犯性能の高い建物部分につけられている。

じ

信貴山

料金所
とっくり湖

交流広場

ビッグアイ
泉ヶ丘
濁池
市民センター

所

休 館 日
入 館 料
問い合わせ

冒険遊び場

大蓮公園

若松台
至和泉中央駅

開園時間

Spot
スポット

より
モニターさん

国道１６８号線

３．補助錠をつけるのは、防犯を目的としている。

り つ お お が た

高安山駅

近鉄・生駒線

２．合わせガラスは防犯目的のものである。

ふ

信貴・生駒
スカイライン

１．網入りガラスは防犯目的のものである。

お お さ か

大阪府立大型児童館

信貴山口駅

信貴山のどか村

安堂
交差点

・一日のんびり遊べます。体を動かしたり頭で考えたりで
楽しかったです。休憩所でお弁当が食べられます。

（Ｎ・Ｋさん）
・身近な廃材を使って工作できるコーナーがお気に入り。
子どもキッチンでおやつ作りを体験できるのも良かっ
た。
（Ｅ・Ａさん）

③煮汁が少なくなったら、削り節を入れ
火を止める。
（じゃこやいりこの場合
は少々煮込む）

防犯について誤っている内容を選びなさい。

問い合わせ

服部川駅

泉北高速鉄道



Ｑ

入園料金

GS

［３月～11月］
９：30～17：00
［12月～２月］９：30～16：00
〈３月～11月〉大人（中学生以上） 500円
小人（４歳～小学生）300円
〈12月～２月〉大人（中学生以上） 300円
小人（４歳～小学生）100円
http://www.sigisan-nodokamura.com/

泉ヶ丘
センタービル

手洗いとうがいを徹底しました。マス
クの品薄、店頭品切れには踊らされそう
になりました。自分から発生なんてなら
ない様にと気を遣いましたね。手洗いの
仕方、うがいの方法などもっと広報する
ほうがこの冬に備えていいように思いま
す。
60代 てとてとばあば

そろえる。

②片手鍋に調味料を入れ、ひと煮立ちさ
せたらⒶを加え、中火にして落し蓋を
して５～６分程度煮る。

おすすめ

開園時間

近くに発病者が出たので、ほとんど家
の中で過ごした。マスクを大量に買い手
洗い、うがいを徹底した。また秋以降流
行するかもしれないので、マスクはたく
30代 シブ
さん買っておいてます。

①しめじと生しいたけ、えのき茸はそれ
ぞれ石づきを取り、適当な長さに切り

本しめじ�������１パック
生しいたけ������１パック
えのき茸�������１パック
醤油�������大さじ３
Ⓐ みりん������大さじ２
削り節（じゃこでも可）�10ｇ

機関誌
モニターさんの

む ら

信貴山のふもとにある大自然に囲まれた広大な農業公
園。四季折々の味覚収穫体験を楽しむことができます。ま
た陶芸やそば打ちなどの体験も充実しています。キャンプ
の（日帰りも可）できるエリアもあります。
住
所
〒 636-0833 奈良県生駒郡三郷町信貴南畑
1-7-1
至生駒
近鉄・信貴線
山本駅

68％

ｅｃｏ・セコちゃれんじ

料

さ ん

農 業 公園 信貴山のどか村

対策をした

作 り 方

材

ぎ

専門店街

きのこの佃煮

し

泉ヶ丘駅

いずみ
さんの

の う ぎょう こ う え ん

西信貴
ケーブル

なるべく人混みは避け、子どもも連れ
出さないようにした。マスクを使用した
り手洗い、消毒もきっちりやった。店に
も消毒薬を置いていることが多かったの
でウィルスを持ち帰らないように手指の
消毒をしてから帰った。30代 杉本美和

31％

１％

旧・国道１７０号線

必要に迫られてマスクを買う人が多か
っ たが、 大流行する前に準備が必要だ
と、 何か大きな事故や流行のたびに思
う。今回も事前に備蓄しておけばマスク
購入の行列もしなくてすんだのではない
か。 私は非常時持ち出し袋の再点検を
し、サランラップやウェットティッシュ
を新しいものに交換した。

50代 かあこねえちゃん

特に
備えなかった

近鉄・大阪線

会社ではマスク着用が義務付けられま
したが、家では子どもは小さいですが、
ウィルスが弱いということもあり、弱い
うちにかかって抵抗力をつけたほうがい
いのかな？という気持ちもあり特に対策
はしませんでした。
20代 けいこ

対策をした

外環状線

マスクも品切れ、 売り切れが多かっ
た。ふつうのインフルエンザでも我が家
ではマスクを利用しないので、周りが過
剰反応しすぎなのでは？と思いました。

20代 A・K

トーク・カフェ

平田川交差点

常によく食べてよく寝ることを子ども
には心がけています。インフルエンザ対
策よりも体力をつけることだと思いま
す。

30代 ゆい

機関誌
モニター
さんの

〒590-0115 大阪府堺市南区茶山台１丁９番１号
10：00～17：00（入館は16：30まで）
月曜日（10月は月曜日も開催）
大人 1000円 中学生 800円 小学生 600円
幼児３歳以上 400円（２歳以下無料）
http://www.bigbang-osaka.or.jp/
TEL：072-294-0999

機関誌
モニターさんの

Cinema
映

おすすめ

画

「ショーシャンク
の空に」 ●販売者／ワーナー・
ホーム・ビデオ
妻とその愛人殺しの容疑で終身刑の判決を
受け、ショーシャンク刑務所送りとなった銀
行家。無実の罪であるのに投獄され、初めは
戸惑っていたが、自らの持つ不思議な魅力で
受刑者たちの心を摑んでいく。長い服役生活
の中でも希望を失わなかった彼にやがて奇跡
が起きる。

より
モニターさん

一番好きなDVDです。 何度も何度も繰り返して
みました。終わった…と思ったらまだまだ続くのが
いい。しかもHAPPY END♪（30代 ころころ）

※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

利用者数合計

昨年と比較すると

７月度までの実績
組合員数

46,317千円

125億5,867万円

なんでも介護相談実施中 ! !

供給高累計

194億0,836万円

（個別相談は要予約）

（共同購入事業）

155億2,462万円

（店舗事業）

29億2,689万円

（その他事業）

9億5,685万円

剰余金累計

7億4,975万円

（供給事業）

6億6,547万円

（共済事業）

9,219万円

（福祉事業）

－791万円

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）

昨年と比較すると

362,502世帯

（自由脱退者を含む）

1,107人

８月度理事会より

報告・確認した事項

出資金総額

※利用者数はのべ人数

理事会
だより

事業・経営の状況
７月度の実績

福祉事業収入
合計

事業
報告
①秋の総代懇談会について
総代懇談会規則に基づき、秋の総代懇談会を 10 月 26 日

ん）に加え、次回取り扱い予定を検索できる「取扱予定検

（月）～ 11 月９日（月）の期間、８会場にて開催すること

索」の機能を「いずみ市民生協ホームページ」「ネットシ

を確認しました。

ョップいずみトップページ」に設置します。

②岸和田市で「コープ・エコロジーファーム」を実施しま

【取扱予定検索の機能概要】

す。

食品と非食品の一部（消耗品・化粧品）の今後の取り扱

岸和田市の農家の方から、組合員と生産者との農作業を
通じた交流の機会、組合員が食や農業への関心を高める機
会になればと、遊休農地の活用の申し出がありました。

い予定を検索・表示させる機能です。
商品案内配布まで
しているもののう

岸和田市、農業委員会、JAきしわだなど、関係方面か

ち、食品分類につい

らも遊休農地の解消につながる取り組みとして歓迎の意向

ては、商品詳細を表

が示され調整が整いましたので、岸和田市にて「コープ・

示させることができ

エコロジーファーム」を実施します。

ます。
（非食品の商

③衣 料などのカタログ企画でおなじみの「ムトウ」 が、

品詳細は表示できま

2009年10月１日より「株式会社

スクロール」に社名変

ネットショップいずみ
※青点線枠内にバナーを設置

せん）
商品情報検索か

更されます。
④「取扱予定検索」の機能について報告がありました。
現在稼動中の「商品情報検索」
（旧通称 ： ケンサクく

ら、
「企画予定検索」
を表示させることも
可能です。

折り鶴のご協力
ありがとうございました。
７月に「折り鶴のご協力」をお願いし
たところ、約８万羽と多くの折り鶴が共
済センターに届きました。
この組合員さんに折って頂いた折り鶴
は、
「早く元気になあれ」という組合員
さんの想いを込めて、共済金請求書類に
同封させていただきます。
ご協力ありがとうございました。

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）

共済事業
だより
CO･OP共済《たすけあい》共済金
（2009年８月現在）
お受け取り状況
共済金種類
死亡など
入
院
手
術
ケガ通院
家族死亡･住宅災害
合
計

８月度
件 数
共済金額
23
1,494万円
773
4,254万円
331
1,361万円
1,720
2,742万円
64
273万円
2,911
１億124万円

（2009年４月～2009年８月）

消費者力検定に挑戦！
住生活編

網入りガラスは、火災時にガラスが割れ落ちて火災
が突き通ることによる延焼、類焼を防ぐために金網を間
に入れたもので、防犯目的のガラスではありません。

A

13

正解 1

2009年度の共済金
お受け取り実績

件 数
15,137

共済金額
5億2928万円

CO･OP共済加入状況（2009年８月現在）
共済の種類 いずみ契約者数 全国加入者数（７月）
たすけあい

167,314

5,586,318

あいぷらす

23,810

898,556

火災共済

8,354

377,346

協議・決定した事項

監事会
だより

①九州北部豪雨（福岡県）被災者への災害義援金を拠出し
ます。
７月末に九州北部を記録的な集中豪雨が直撃し、大きな
被害が発生しました。
福岡県生活協同組合連合会の豪雨被災者への義援金を呼

９月８日
第４回監事会を開催しました。
・本部部局監査（福祉事業部）のすすめ方を確
認しました。
９月９日
コープきんき会員生協監事交流会に参加しまし
た。
・コープきんき理事会およびコープきんき監事
会からの報告がありました。また、会員生協
監事の意見交流をおこないました。
９月10日
監事学習会を実施しました。
・本部部局監査（福祉事業部）の事前学習をお
こないました。
９月16日
本部部局監査（福祉事業部）を実施しました。
・09年度の監査計画にもとづき、福祉事業部の
政策執行課題の進捗状況等について監査をお
こないました。

びかけに応えて、災害義援金50万円を拠出することを確認
しました。
②CO・OP火災共済の「剰余金割り戻し」について
元受団体である全労済より、CO・OP火災共済の剰余割
り戻しが実施されます。
（剰余金割り戻しの内容）
・対象／2009年５月31日時点での発効している契約で下記
の２条件をいずれも満たす契約
（対象契約見込…8,392件）
①初回発効日が2009年５月１日以前の契約
②解約日が2009年５月31日以後、または未解約の契約
・割戻額／木造１口・年掛金70円あたり3.0円
鉄筋１口・年掛金40円あたり1.5円
・割戻総額／417万円（概算予定）
（割り戻しの方法）
全契約者に出資振替で割り戻しを行います。
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運動会の思い出

大運動会
私 の 実 家 の 辺 り は、 田 舎 で、 運 動 会
は、幼稚園・小学校・中学校合同の運動
会でした。岸和田の友だちに言うと「え～
」と驚かれます。 お昼に母のお重に入
ったお弁当を家族で食べたことも思い出
の１つです。お弁当おいしかったな～！
岸和田市 ぽこりん


父の愛
私の幼稚園のアルバムに、とびきりの

富田林市

ポッチャマ

笑顔で走る父の写真があり、とても好き
だった。今、母に幼稚園役員になった大
変さをグチっていたら「お父さんＰＴＡ
会長やったんやよ」と言われ、とてもお
どろいた。子どもが大変お世話になった
幼稚園最後の運動会、私も笑顔でがんば
ろうと 思 う 。


数字に弱い

堺市

暁のまま

中学の頃、小学校区の市民運動会で放
送委員に選ばれ、はりきったものの、玉
入 れ 競 技 の 数 を 間 違 え、 数 学 の 先 生 に
「算数から教えないかん 」と… （気
づけば１００個以上だったから疲れてて
）。
あいかわらず“数字”に弱い毎日を過
ごして お り ま す 。


は「毎 日 」
しゃべれるようになった幼少時から、
えー歳なった今に至るまで、いろんな人
に言い尽くせない「ごめんね 」の数々
…考え出したら…尼にでもならんとな～
××× 。
柏原市 毎日〝ぶーたん母さん〟


パパへ

朝はバタバタ
生後、７ヵ月の赤ちゃんがいて毎朝バ
タバタ！息子の運動会で、お弁当を作っ
たのですが、リクエストのおかずやおに
ぎりは作り、あとはおすしをデリバリー
してもらいました…
小学校の門の前
まで…
堺市 まーかーママ


父の気持ち
年程前のこと、白い運動靴が少なか
った頃…秋の運動会は白い運動靴と決ま
り、我が家では買ってもらえず、父が黒
の運動靴にチョーク（白墨）で白く塗っ
てくれて…なんとか運動会の一日は過ご
す こ とが で き て〝 ホ ッ 〟
。 父の気持ちが
うれしいやら、少しはずかしかったやら
でした。
岸和田市 Ｐｏｏ ｈ


初めての運動会

和泉市 仔馬

息子の昨年の運動会のときのこと。初
めての運動会でとても緊張している様
子。かけっこでは、途中からビリになり
走るのをあきらめてしまって、放送席か
ら「あきらめずに走りましょう」といわ
れる始末。そんな息子がこの前「運動会
のかけっこ、がんばるから応援してな」
と。運動会が楽しみです。


ハチマキ交換
私 の 卒 業 し た 中 学 校 で は、 運 動 会 の

羽曳野市

梅村知佐

ゅう忘れていたこと。まだまだあると思
う け ど 、 全 部 ま と め て「 ご め ん な さ
い」
。


ありがとう「コハル」（テーマ外）
私たちの班名の由来がご近所の犬（コ
ハ ル） で し た。 そ の コ ハ ル が 先 日 歳
（犬年齢）で大往生しました。とっても
可愛い犬でした。
班名はこのまま続けます。
八尾市 かっちゃん


感謝してます （テーマ外）

後、意中の人とハチマキ交換するのが流
行っていて、中２だった私は、中３の好
きな先輩がハチマキ交換している現場を
目撃してショックでした。ただ、この２
人…現在結婚して幸せにしているらしい
んで、それなら良かった。
和泉市 しばのすけ


お母さん、ありがとう
運動会といえば、母のお弁当。毎回梅
干のおむすびとエビフライ、唐揚げ、卵
焼き。他にオシャレな物を入れてよと思
っていましたが冷凍食品などほとんどな
い時代。全部朝早く起きて作ってくれて
いました。子どもを持つ今、ありがたさ
が身にしみます。お母さんありがとう。
私もがんばるよ。
堺市 マンぼうママ


あの時ごめんね

今は大学生だけど
私には３人の子どもがいますが、長男
がまだ幼稚園に入る１ヵ月くらい前に妹
（長女）が３週間ほど入院しました。そ
の間、ずっと長女の病院に寝泊りしまし
たが、長男は何も言わなかったのです。
でも妹が退院してきて１年後くらいに長
男が「…あの時は寂しかったよー」と私
にしがみついて泣きじゃ くっ たときは
「あの時はごめんね」といって長男を抱
きしめて、私も泣きました。その長男も
今はヒゲを生やしている大学生です。
泉佐野市 ユウコリン


＊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。

本当は私だったの…
私がした「おなら」を娘のせいにした
ことがあります。娘がねんねの頃、寝か
しつけていた時に、夫が帰宅。鼻をくん
くんさせて「臭いぞ。〇○ちゃん（娘の
名前）」 と部屋の中に漂っ ていた臭いを
娘のおならだと勘違いしました。私は、
本当の ことを言わず、「ほ ん まやね」 と
話を合わせておきました。あの時はごめ
んね。
本当は私だったの。
堺市 しまたん


尼になります

私が高１の時に天国へいってしまった
パパへ 。
ふてくされて玄関を出た私。そのまま
謝ることができず、パパは急に天国の人
に …。
パパあの時はごめんね。届くかな…。
堺市 ぴゅうか


お酢の料理に参加させてもらいまし
た。私たちは、その場で作って食べ、酢
の効用を聞き、大変有意義でした。スタ
ッフのみなさまの準備がどれだけ大変だ
ったか、感謝しています。ありがとうご
ざいました。
和泉市 ひふみ

〈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〉
クイズ当選者
500円図書カード
交流のページ・レシピ 100円程度の粗品

〈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

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、謝礼の内容を変更させていただいていま
す。

HP、ハガキ･封書、FAXやEメール
でも受け付けています。



テーマ

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

※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。

19
○ec･セコちゃれんじ：
「残り野菜の乾物にチャレンジ」
○メールスペースのテーマ：
「私の変な趣味」 「髪型」

痛かったのにね…

はるる

生クリームを配合したカスタードを使い、ビタ
ーチョコでコーティング。洋菓子部門で人気№２
の大山乳業のエクレアをご紹介します。

○商品紹介：
「エクレア」

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）
「あの時」ごめんね…。性格も口調も
目つきもキツい私にとって「あの時」と

堺市

毎日、ごはんをパクパクおかわりする
長男が、ある日突然「ごはんいや！」と
ダラダラしたのに腹が立ち、夫と二人で
怒ってしまいました。次の日、手足口病
で口の中が痛くて食べられなかったこと
が分かりました。痛いのに怒ってごめん
ね。


小学校高学年の社会科の教科書には、基本とな
るさまざまな環境問題が掲載されています。その
中で私たちのくらしとは切っても切り離せない
“水”環境を取り上げます。全国でもワースト 1.2
位を争う大阪の河川。その現状を取材するととも
に、家庭排水のあり方や水環境が与える影響を紹
介します。

14
15

のんきなママでごめんネ
年前の秋祭り、だんじり見物に夢中
であなたを迷子にしてしまった時。子供
会の遠足を忘れ、お弁当を作らず、ホカ
弁 を 代 用 し た 時。 小 学 校 の 修 学 旅 行 の
朝、寝坊して集合時間にギリギリセーフ
だった時。給食費の振り込みをしょっち

○特集：
「子どもの環境学習 お母さんわかるかな？」

?!

60

次号予告

?!
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テーマ

カンタンレシピの投稿をお待ちしています。
12 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。

泉南市

スパイシーママ

堺市

2009

10 No.358

カレイなかき揚げ
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

じゃがいもの皮� 30g
人参の皮���� 30g
玉ねぎ����� 30g
ピーマン���� １個
たまご����� １個
（あれば干しえび少々）
カレー粉��� 少々
小麦粉���� 10g

材料２人分

①野菜は洗って細切りにする。
②調味料を①にまんべんなくまぶし
つける。
③たまごをほぐして②に混ぜる。
④熱した油に適量を入れて揚げる。
＊ゴミも減らせて節約にもなり、
一味違ったおいしさです。

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。

機関紙モニター
「けいこさん」からの
出題です

あるなし

懐かしの

クイズ

「ある」に共通する何かが隠れてます。
そのあるものとは一体何でしょうか？

あ

肉豆腐

作り方

料

る

な

でこちゃん

作り方

豆腐������ １丁
豚肉������ 100g
ネギ������ ２本
だし汁 � １カップ
醤油��� 大さじ２
砂糖��� 大さじ２
みりん�� 小さじ１

①浅めの鍋に調味料を入れ煮立た
せる。
②①の中に豚肉を入れ、色が変わ
ったら豆腐を２～３㎝角のさい
の目に切って入れる。
③豆腐が煮えたら、斜めに切った
ネギを鍋に入れ火を止めて出来
上がり。
＊最後に玉子を割りいれるとどん
ぶりの具としても最高！

▼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

✂

10月末
で
消印ま
有効 12月号のテーマは……「忘れてた！」
・
「年末ジャンボ宝くじ」

年齢 いずれかに○印を

おなまえ（ペンネーム）

（
TEL

（

）

歳

共同購入・店舗

）

※生協登録の電話番号をご記入ください。

□ サンスター

市町村

トライアルキットプレゼント希望

し

ねずみ花火

線香花火

トラック

ダンプカー

こたつ

ホットカーペット

竹馬

こままわし

フットサル

サッカー

ちりとり

ほうき

９月号のクイズ解答は「2・6」でした。
※７･８月号クイズの当選者は、水口玉美さん他9名です。
応募総数は478名で正解者は408名でした。

10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。

