ＣＯＰ15に、
いずみ市民生協から
３名が代表参加

いずみ市民生協のエリア（大阪南部）に 132 のコープ委員会
があり 900 人を超えるコープ委員が活動しています。10～ 12 月
までに多数の企画が開催されました。その一部の企画を紹介し
ます。

㈱リバース工場見学とりんくうプレミアムアウトレット

「スマイルコープ/バスケットプラス」をもっと知ろう

大阪初の 100％リサイクル
のトイレットペーパー製造工
場の㈱リバースを見学の後、
りんくうプレミアムアウトレ
ットを散策しました。

商品部職員からバスケットと
バスケットプラスの違い、スマイ
ルコープ商品のコンセプトや商品
開発の苦労話などをお話しいた
だきました。続いて生協クイズ
や食べ比べクイズなどで大いに
盛り上がり交流を深めました。

10月29日（木）㈱リバース

コープ委員会登美丘

11月９日（月）堺東本部ホール

気候変動枠組条約第15回締約国会議（ＣＯＰ15）は、昨
年の12月７日から19日まで開催されました。しかし、提
案されたコペンハーゲン協定は採択できず「留意」とな
り、交渉の継続・先送りとなりました。全会一致を原則
とする国連の議決に、ツバルや中南米諸国などが異議を

秋の文化鑑賞会
10月27日（火）勝光寺

河内長野地域委員会

以前から地球の平均気温の上昇を２℃以下に抑えなけれ
ばならないこと、2050年という重要な期限の目標が明確
でないことなど、中心的な視点が不明確。また、科学的
知見から求められる目標ではなく、各国の自主目標にと
どまっていること。脆弱な国々が求める悪影響による損
失への国際的な対応が合意されなかったことなどです。
今回のＣＯＰ15に向けて、関西の環境団体や市民団体

で「温暖化防止ＣＯＰ15ネットワーク関西」を結成し、
いずみ市民生協もここに参加し、学習や活動を展開して
きました。ＣＯＰ15には、世界各国から環境団体・諸団
体とともに参加し、コペンハーゲンの現地から世界に向
けて温暖化防止をアピールし、また傍聴や国際的な交流
を行いました。いずみ市民生協からも組合員理事３人が
代表で参加しました。

応急処置・いざというときどうする？／堺市分別ごみ回収について（DVD学習）
11月５日（木）ソフィア堺

堺中央地域委員会



橋本 妙子さん

小路 律子さん

さまざまな報道がなされる中、

代表団の一員として「コペンハ

私が一番印象に残ったのは、グ

大きな期待と少しの不安を胸にコ

ーゲンに行って何をすればよいの

ローバルアクションデーのデモ行

ペンハーゲンへ向かいました。

か」
「環境先進国デンマークの様

進で、広い道幅いっぱいに数万人

現地では 120カ国近い首脳陣が

子を実際に目に出来る」という不

の世界のＮＧＯや環境団体などが

集まるということもあり、前例に

安と期待が同時にありました。滞

参加しました。各々が工夫したコ

ないほどのＮＧＯの参加者で想像

在中は、ＣＯＰ15会場やオプショ

スチュームやプラカード、横断幕

を超える大変な盛り上がりでし

ンツアーで大勢の人と交流し、デ

などですごい数。大きな波の中に

た。これも「ＣＯＰ15」 への期待

ンマークの環境・社会福祉政策に

身をおくと、とても興奮し北欧の

の表れだったと思います。

ついて勉強することができまし

寒さなどすっかり忘れてしまいま

結果は、このような市民の期待

た。
パレードでは、日本で預かった

した。言葉が通じなくても温暖化

を裏切るような残念なものに終わ

「一言メッセージ横断幕」を大きく

防止問題を願う心は同じなんだと

ってしまいましたが、この行動に

アピールでき、一定の役割を果た

参加することで、市民が一同に行

せホッとすると同時に、貴重な体

今回、参加して思ったことは、

動することの意義や草の根の活

験をさせていただき感謝していま

科学者や政治家の努力を傍観する

動、運動の大切さを再認識しまし

す。温暖化防止の課題は多数あり

のではなく、地球の生活者である

た。

ますが、みんなで努力し一歩ずつ

私たち自身が声をあげ、努力する

目標に近づけることが必要です。

べきだということです。

強く感じました。

11月15日（日）姫路科学館

「食と健康」講演会

11月12日（木）サラダホール小ホール 阪南地域委員会

和菓子作り＆試食会

11月19日（木）柏原市文化センター コープ委員会堅下
堺市ものづくりマイスターの
岡田尚彦さんを講師にお招き
し、本格的な和菓子作りを教え
ていただきました。和菓子のお
話しに納得、キラリと光る匠の
技に感動。参加者それぞれが満
足できる和菓子を作りました。

迎春は「土鍋でごはん」
11月24日（火）盾津東公民分館

11月19日（木）熊取町公民館

コープ委員会熊取東
オカリナ演奏の後の迎春試食会。
魚沼産コシヒカリのご飯にいく
ら、まぐろ、ずわいがに、ほたてを
のせて豪華でボリュームのある海
鮮丼とデザートにはケーキを３種
類。皆さん興味深く商品を吟味さ
れていました。

コープ委員会盾津東

「土鍋でおいしいごはんを炊いて
みたい」という方が多く、たくさん
参加していただきました。ごはんの
具材は、 あなごとれんこんを中心
に、迎春試食商品と合わせて試食。
参加者には「とてもおいしく、うま
く炊けた」と大好評でした。

「すてきな奥さん」でお馴
染みの武田真由美さんをお招
きし、「食費も体もダイエッ
ト」節約しながら太りにくい
食生活のコツを楽しくてわか
りやすくお話いただきまし
た。

迎春試食会

岸和田忠岡地域委員会
姫路科学館にはプラネタリウ
ム施設や数々の常設展示などが
あります。実験体験や本物体験
などに参加、子どもたちの楽し
む姿が見られました。旅行気分
でサービスエリアに立ち寄り、
ゆっくりと買い物もできました。

堺市消防局救急課の藤澤さ
んをお招きし、火傷の応急処
置などのアドバイスをしてい
ただきました。その後、グル
ープに分かれ、ゴミ問題につ
いて交流しました。

ＣＯＰ15代表団参加者からのメッセージ
松本 陽子さん

秋の遠足「姫路科学館」

市内にある勝光寺でお二人
の住職による篠笛の演奏を楽
しみました。なじみ深いわら
べ歌や祭囃子を聴き笛を吹く
体験で楽しくも心安らぐひと
ときを過ごしました。

唱えたからです。
この協定案の「留意」に至った要因については以下の
ような指摘があります。各国の目標について、産業革命

堺北地域委員会

京都バス企画

12月10日（木）冬の京都へおこしやす！〈金閣寺・二条城〉 コープ委員会狭山北
申込みがあったときには65
名で抽選の予定でしたが、前
回のバス企画工場見学でたく
さんの方が抽選落ちになった
ので、今回はバス２台で抽選
なしで申込者全員に参加して
もらいました。


機関誌
モニター
さんの

ＰＴＡ役員ってホントにしんどいの？

トーク・カフェ

しんどいと思う

モニタールームは機関誌モニターさんから寄せられた声、アイデ
アで作っているページです。

しんどいと思わない
無回答
13人

か

せん

じき

こう

Spot
スポット

機関誌
モニターさんの

えん

石川河川敷公園

おすすめ

芝生広場

千早花街道

千早つどいの広場

自然ゾーン

おおさか府民牧 場

古市

み ん ぼ く じょう

星の広場

ふ

緑豊かな牧場内で、乳しぼり、ポニー乗馬をはじめ、小動物
と直接ふれあうことができ、バターやアイスクリームの手づく
り体験もできます。持ち込みでバーベキュー場（屋外 ： 要予
約）も利用可能。緑豊かな能勢の自然の中で、動物達とのふれ
あいを通じて、家族で一日楽しめます。
住
所
大阪府豊能郡能勢町平野110
能勢街道
電話：072－734－0220
道の駅
アクセス
阪急電鉄宝塚線「川西能勢口」駅乗換、能勢電
477
山下駅
173
鉄「山下」駅下車、阪急バス「片山口」下車徒
阪神高速池田線
木部ⅠＣ
423
川西能勢駅
歩６分、阪神高速池田線木部ICより約30分
阪急宝塚線
箕面駅
駐車料金
普通車１日500円、バス１日1,200円
中国
川西池田駅
自動車道
JR福知山線
開園時間
10：00～17：00 11～２月は16：00まで
休 園 日
火曜日（祝日の場合、翌日休園）
、年末年始（12／28～１／４）
入 園 料
大人・高大生500円団体
（20名以上）
：大人・高大生400円 中学生以下無料

ｅｃｏ・セコちゃれんじ

一庫ダム

作 り 方

料

ペットボトルのフタ
ハギレ�����20㎝角
ワタ、糸�����少々
ゴム、リボン���12㎝

Ｑ

⑤フタの内側にボンドをつけ
る。④と③を貼りつける。
④５センチ丸は
１／４に折
り、糸でつな
いでしぼる。

③６センチ丸のまわりをぐしぬ
いし、ワタを入れてしぼると
丸いボール型の形になる。

次の文の４つの下線部のうち、
「契約が成立していない」
ものをⒶ～Ⓓの中からひとつ選びなさい。
Ⓐ友だちと待ち合わせの約束があったので駅前で会い、
Ⓑコンビニで飲み物を買い、Ⓒ電車に乗って町にでかけ、

サっと使
えて
便利

Ⓑ

Ⓒ

Ⓓ

機関誌
モニターさんの

おすすめ

Book

「いいから

ブック

機関誌
モニターさんの

おすすめ

いいから」

消費者力検定に挑戦！
契約編
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

「いいから いいから」なんて気持ちのよいことば。こころがほ
ぐれていきます。
「いいから いいから」このおじいちゃんのおおらかさ。肩のち
からがぬけていきます。
ゆたかな笑顔が生まれる一冊！これが長谷川義史の絵本の醍醐味
です。もちろん、お約束のかくし味も各所に！ これはもう一家に
一冊、必読書です。

より
モニターさん

◦絵本ですが、おじいちゃんがどんなことにも「いいから い
いから」ですませてしまう。自分もこんな風になれたらいい
のにな～と思える楽しい絵本です。子どもも大好きです。

（30代 ＮＴ）

Cinema
映

画

雨月物語

●作・絵：長谷川義史
●出版：絵本館
●定価：1,260円（税込み）

映画館に入ってⒹ映画を観てきた。
Ⓐ

◦バ ター の手作り体験ができた
り、うさぎとふれあえたり楽し
かったです。（40代 まきば）

⑥フタの外側
にリボンを
巻く。

能勢電鉄

阪急バス
片山口

②布で６センチ丸１枚、５セン
チ丸５枚、裁ち切りでとる。

おおさか
府民牧場

より
モニターさん

①フタに穴を開け、
ゴムを通す。
はめる指の太さに合わせてゴ
ムのはしをむすぶ。

材

西行うたのみち

石川沿いの５
玉手橋
つの地域にまた 新石川橋
駅
つどいの広場
谷
ヶ
バーベキュー
駒
あすか
がる河川敷公
エリア
野草広場
園。河川敷には
あすか
あすか
サイクリングコ
花回廊
歴史の里
芝生広場
ースが整備さ
近鉄南大阪線
れ、園内や周辺
石川河川敷公園
の史跡をサイク
リングで楽しめ
る。芝生広場には幼児向 モニターさんより
◦家 の近くなので散歩がてら子どもと犬とよく来ま
けの児童遊具があり、ピクニックやバーベキューができます。
す。私のおすすめは「あすか歴史の里」や「あすか
住
所
大阪府羽曳野市駒ヶ谷140 電話：072－956－1900
花回廊」で、四季折々の花を観賞しています。
アクセス
近鉄南大阪線駒ヶ谷駅から徒歩５分

（40代 M・N）
駐車料金
平日は無料、
土・日曜、
祝日は9：00～17：00まで600円
玉手橋
であいの岸辺

プチ・ピンクッション

かわ

玉手橋

いずみ
さんの

いし

道明寺

◦子どもたちのため！と思うとしん
どいことも楽しくできますよ。ま
た、 ＰＴＡ役員同士で仲良くな
り、終わってからもお付き合いで
しんどい
きて輪が広がりますよ。
と思わない

（30代 TOMO）
40人
◦１度は経験されて、してあげてい
る方の立場を知ることも自分の人
生の中で必要です。大変さが分か
ると協力してあげようという気に
（40代 Ｍ・Ｎ）
なる。
◦学校に係わるいい機会だと思い、
子どもとの共通の会話も増え、自
分ができる範囲ですると負担にな
りませんでした。

（60代 てとてとばぁば）
◦限られた子育て期間の中で、わずかな学校生活の期間
です。親も学校生活を楽しもうと思っています。そん
な親の姿勢は必ず子どもにしっかりと伝わっていま
す。不平不満を言いながらのPTA。そんなところ子
（40代 まる）
どもに見せられますか？

◦委員会は夜が多くて嫌でした。誰
かがしないといけないと思います
が、究極のボランティアだと思い
（40代 Ｓ・Ｋ）
ました。
しんどい
◦仕事をしているお母さんがほとん
と思う
どの現在、余計なことはやりたく
84人
ないというのが本音だと思う。く
じびきで当たらないように祈って
います。でもＰＴＡ自体は子ども
たちのために必要だと思うんです
（40代 やっちゃん）
よね。
◦考え方の違う人と話し合うことが
しんどいと思いました。

（50代 Ｙ・Ａ）
◦引き受けたのは子どもがお世話になっている恩返しに
という思いからでしたが、
忙しい時期になると、掃除な
ど家事もおろそかになるほどで家の中はグチャグチ
これって
ャ、
ご飯はレトルト…子どもの世話ができず、
家族を犠牲にしている！と気づき今後は絶対に引き受
けないと心に誓っています。
（30代 りょうきょうまん）

●出演：京マチ子・水戸光子・田中絹
代・森雅之・小沢栄太郎・青
山杉作・羅門光三郎・香川良
介・上田吉二郎・毛利菊枝
●監督：溝口健二

戦乱の到来を契機に、一攫千金を目論む源十郎は、妻を故郷に残
して都に出るが、そこで怪しい美女に出会う。

より
モニターさん

◦心に生まれた欲に、幸せを得られないまま死んだ女の亡霊が
とりついてしまったお話ですが、人の心の妖しさ、切なさ、
美しさを感じます。これぞ日本映画の神髄の一つ、だと思っ
（40代 Ｆ）
ています。

※答えは13ページをご覧ください。
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福祉事業
だより

事業
報告

福祉事業の状況

事業・経営の状況
12月度までの実績

福祉事業収入
合計
利用者数合計

※利用者数はのべ人数

昨年と比較すると

12月度までの累計実績 昨年と比較すると
組合員数

417,257千円

なんでも介護相談実施中 ! !

124億2,932万円

定議案、議案書学習会、新旧総代懇談会の開催日程な

供給事業

454億5,068万円

（個別相談は要予約）

介護の悩み・相談、生協へご相談ください。

お問合せは

福祉事業部 ☎072－232－3731
（月～金／午前９時～午後５時）

懇談会について

出資金総額

どについて確認しました。

店舗

68億8,986万円

カタログ

24億8,430万円

夕食宅配

8,349万円

その他

2,165万円

2010年６月15日（火）10：00～12：30（予定）
【議案書学習会】
2010年３月８日（月）～３月19日（金）
【新旧総代懇談会】
2010年４月15日（木）～４月30日（金）
本年度より
受託共済に移行

共済事業

４億7,071万円

福祉事業

４億1,725万円

総事業高

467億6,803万円

ハイチ地震での甚大な被害救済のため、「ユニセフ

21億8,620万円

一般募金」の一期間を「ハイチ地震緊急募金」の受付

剰余金累計

②ハイチ地震緊急募金に取り組みます。

に変更し、募金を呼びかけることを確認しました。
〈受付期間・方法〉

共済事業
だより

CO･OP共済
《たすけあい》
加入条件
ゆるやか

ジュニア18新コース登場！

◦現在、V1000・C1000・700円コースご加入のお子さま、今の保障内容と見比べ
てください。（告知に該当しなければコースの変更ができます。）
◦コープ共済は毎年改定されています。お子さまに限らず、CO･OP共済にご加
入の皆さま、ぜひ一度見直してみてください。
詳しい加入条件や保障内容は、
資料をお取り寄せください。

いつもの生協が窓口です。配送担当者にいつでも声を掛けてください。
資料の請求・お問合せなどは、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！
A 正解 Ⓐ の「友だちと待ち合わせの約束」

契約は「法律でルールが定められ、法的な責任が生じる約束」
のことで、売り手と買い手が対等な立場で自由に合意したこと
を条件に成立する。Ⓑ「コンビニで飲み物を買う」Ⓒ「電車に乗
る」Ⓓ「チケットを買って映画を観る」は売り手と買い手の合
意があり、法的な責任が生じるので契約にあたる。Ⓐの友だち
との待ち合わせには法的な責任は生じず契約にはあたらない。
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※１月11日（月）～２月28日（日）、１月３回～３月１
回注文書まで「ユニセフ一般募金」を予定してい
ましたが、上記２週間を「ハイチ緊急募金」に変
更します。
③いずみ市民生協全体の電話システムの更改（リース
契約）について確認しました。
システムの老朽化にともない、新しい電話システム
を更改します。

（受付期間） １月25日（月）～２月５日（金）
（受付方法） ２月１回～２月２回注文書

①2009 年度の職員海外研修（費用総額 3,802,200 円、
ベトナム研修22名・韓国研修23名）の実施について
報告がありました。
【開催目的】
（１）産地・生産現場から学ぶ
 商品学習の一環として、お取引先である、（株）

CO･OP共済《たすけあい》共済金
お受け取り状況

監事会
だより

2010年１月度

共済金種類

件

死亡など

数

共済金額

24

1,872万円

入

院

830

3,973万円

手

術

291

1,265万円

ケガ通院

1,476

2,452万円

35

118万円

2,656

9,679万円

家族死亡･住宅災害
合

契約編

（受付方法） 店頭募金箱にて

報告・確認した事項

■共同購入

病気通院中・服薬中のお子さまも加入できるＪ1900円コースができました。

入院日額5,000円！ケガ通院日額2,000円！

■店舗
（受付期間） １月20日（水）

【第36回通常総代会】

360億4,651万円

１月度理事会より

①第36回通常総代会および議案書学習会、新旧総代
定款第43条に基づき、第36回通常総代会の日時・予

共同購入

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。

協議・決定した事項

371,237世帯

（自由脱退者を含む）

12,301人

理事会
だより

計

（2009年４月～2010年１月）
2009年度の共済金
お受け取り実績

件

数

29,838

共済金額
10億4,732万円

CO･OP共済加入状況（2010年１月現在）
共済の種類 いずみ加入者数 全国加入者数（12月）
たすけあい

172,388

5,653,495

あいぷらす

25,798

986,726

火災共済

8,377

380,896

かね徳のベトナムのブンタウBCC工場 ・ HAVICO
新工場、韓国の徳山物産現地施設を訪問し、生産の
流れと各段階での衛生管理レベルや生産に関する企
業の姿勢や思いなどを現地での見学や交流を通じて
学びます。

第８回監事会を開催しました。

１／12

内部統制システムに関する監査と第２回事業所監査
（共同購入センター、店舗）のすすめ方について確認し
ました。
１／14

 視察先の人たちの暮らしや文化、歴史に触れるこ
とで、国際的な視野を養い、生協職員としての見聞
を広めます。

監事学習会をおこないました。

内部統制システムに関する監査に向けて、学習しまし
た。
１／19

第９回理事会に出席しました。

１／21

内部統制システムに関する監査をおこないまし

た。
内部統制システムに係る理事会決議および内部統制シ
ステムの整備状況について監査しました。
１／28

（２）生協職員としての視野・価値観を広げる

第４回監事懇談会を開催しました。

内部統制システムに関する監査のまとめと2010年度監
査計画について話し合いました。

②NPT再検討会議への代表派遣者について
組合員公募（応募者３名）面談の後、地域バランス
も考慮し代表派遣者４名を決定しました。
【代表派遣者】
赤穂郁子さん・川端征子さん（理事）、
木矢由佳さん・中川裕紀子さん（コープ委員長）
③㈱コープ大阪サービスセンターおよび㈱コンシェル
ジュの第３四半期の決算報告がありました。
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小さな幸せ

まちがいハッピー！

高石市

ピカピカママ
代

子どもが学校や幼稚園に出た後、姑と
２人であっちこっちに出かけ、ショッピ
ングやドライブに行くこと。夫より何に
ついても趣味があい、とってもハッピー
に なるのです。しかも出かけるとよく実
の親子に間違われるのですが「違います
よー」というと「いーなー仲が良くて」
と言われるのが私にはとても嬉しいで
す。


今だったら、セクハラ

疲れもこれで！
それは子どもが寝た後に、子どものホ
ッペにチュッ！とすること！
沢山泣いて、沢山いたずらしても、子
どものあのぷにぷにしたほっぺにちゅっ
とすると１日疲れも飛んでしまいます。
でもあんまりちゅうちゅうしすぎて起
こしてしまうことも……
東大阪市 あひる 代


ほっこりするひととき！
私は毎週サザエさんを見るとほっとし
ます。毎月忙しく、イライラしてるのも
ばかばかしく思えたり。
こんな家庭、日本も少なくなったんで
しょう ね 。
河内長野市 和田 政枝 代


切に持って生きていって」
穏やかなお顔と話し振り、 年経った
今でも時折、思い出す素敵な“大人”の
先生で し た 。
柏原市 ポチママ 代


贈る言葉
中 学 ３年 生 の 時 の 担 任 は、
「武田」 と
いう名の先生でした。卒業の日、生徒を
集めるとギターを取り出し「贈る言葉」
を弾き語り。友人は感動の涙より、笑い
をこらえて涙が出たそうです。
らくだママ 代


優しい先生

やったねの気分♪

まりりん
代

夜中に一度も目覚めることなく朝の時
計の音が鳴っ た日は小さな幸せ感じま
す。年とともにか寝返りで気づいたり、
バイクの音に反応したり、トイレに起き
たりと熟睡はむずかしい…。朝の目覚ま
し時計の音で起きた日はやったね！の気
分です。


毎週届く幸せ
それは、毎週月曜日に届く生協のカタ
ログをゆっくり見ることです
「お取り寄せ」や「銘菓」など見るだ
けで、幸せな気分になります。こんな物
があるんやぁとかメチャおいしそう。と
思う物があり、いつか特別な日には、一
度注文したいなぁと思います。近くのス
ーパーと家の往復だけの私に与えてくれ
る“幸せ”です
幸町 大阪のおかん 代


〝私の、愛するもの〟
マンションくらしなので庭はないので
すが「母の日に…」と息子と夫が買って
くれた「アジサイ」が今年で３年目を迎
えます。
鉢 を 変 え、 土 を 変 え、 日 々 手 入 れ を
し、冬に枯木のようになった所から春に
新しい葉が出て来た時には涙ぐむくらい
うれしくなります。今の私のささやかな
楽しみであり幸せだと感じる時間です。
泉南市 Ｍ４ 代


長いお付き合い
わたしが 年前の小学校１年の時の先
生です。容姿もよく素敵な女の先生で彼
女に褒められるために行っていた小学生
活だったように思います。一年の担任の
時から現在まで、毎年年賀状を送り続け
ています。 年近く…。しばらく会って
ないのですが、ある意味すごく長いお付
き合いで小学校生活がいまだに鮮明に思
い出されるのは、この先生がいるおかげ
だと思っています。 き
 ょうりゅう 代

たけちゃんマン
小学校低学年の時、たけちゃんマンと
いう先生が担任でした。
金八先生みたいに熱く生徒のことを一
番に考えてくれて休みの日も地域を見回
ったり遊びに連れていってくれた先生が
すごく思い出に残りました。
東大阪市 ゆみ

あーすっきりした！





大好き

小学校の理科の先生でした。今でも堺
市でご活躍されている奥中先生。担任の
先生ではなかったけれど、子どもの素朴
な「なぜ？」を大事にしてくださり、生
物・科学・化学・物理への関心の芽を育
ててくださった。私自身理科は得意でな
かったけれど、ヘチマの化粧水を作って
くださったり、いっぱい理科とふれあう
環境を整えてくださった。
堺市 浜寺草 代

好奇心を大切に…



中学生の時、エリザベステーラーの大
ファンの先生が担任でした。テーラーを
知らない我々を連れて映画館へ、スクリ
ー ン に 出 て 来 た テ ー ラ ー に「 う っ と り
…」と先生が一言。我々も一緒に首を振
って「うっとり…」と合唱。次の日から
テーラーの話ばかり、やっぱりテーラー
もお婆ちゃんなってるのかな。
岸和田市 松本 利子 代

テーラー

思い出に残る先生

わ た し の 小 さ な 幸 せ は、 何 と 言 っ て
も、難度の高いナンプレが解けたときで
す。すっきりして、ヤッターという気分
になり、小さな幸せを感じます。
イチゴ 代
50

70
50

〈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



HP、
ハガキ･封書、
FAXやEメール
でも受け付けています。

20

私の短大時代の英語の先生は高齢のお
じい様でしたが、非常に厳格なオーラが
出ていて、教室に入って来られるなり、
生徒はピリピリ。勉強をさぼる生徒には
痛烈な皮肉が飛ぶ反面、真面目に努力す
る生徒には「あんたは、がんばればでき
るんだから、ゆっくり考えてみなさい」
と正答を出すまで待つ優しい先生でし
た。
八尾市 ゆりっぴママ 代


テーマ

50
30

30

30

○ec･セコちゃれんじ：
「食パンの耳で簡単おいしいラスク作り」
○メールスペースのテーマ：
「出会い」 「スタート」

古き良き時代でした。 年前小学生の
時の担任の先生は男の先生でした。
放課後は先生との楽しいふれあいの時
で、仲良しクラスメートが残って先生の
面白い話を喜んで聞くのです。
押しくらまじゅ うのようにくっ つい
て、ひざに乗っていったりした暖かい記
憶が今も残っています。
堺市 さくら 代

代

兵庫県、サラダコスモさんの緑豆をつかった少
し太いタイプの根とりもやしを取材しました。も
やしの豆知識やレシピなどご紹介します。



ゆぅぅあ

○商品紹介：
「緑豆もやし」

あの時は感謝

富田林市

私は学生の時に妊娠し、学校を辞める
ために先生たちと話し合いをした時で
す。数名の先生方が怪訝な顔をしている
中、学生主任と担任の先生が…「産まれ
る手前まで通って、産んで１年休学して
から戻って来たらええ。ちゃんと先生ら
がフォローしたる」と言ってくれたこと
が忘れられません。
結局、つわりが酷く通学が困難になっ
たので自主退学してしまいましたがあの
時は本当に嬉しかったです。ありがとう
ございました


３つの約束！

新入学のシーズンです。携帯電話が必需品にな
りつつある現代、この時期に合わせて、子どもに
携帯電話を持たせるかどうか、悩んでいる保護者
も多いのでは。携帯電話と消費者被害、いじめ、
生活習慣など、さまざまな面から「子どもと携帯
電話」を考えます。

30
50

中学卒業前、最後の保健の授業で、担
任だった教頭先生が「この３つのことを
覚えてお いて」 と話されま した。「親に
されていやだったことは、自分の子ども
にはしないで」
「どんなことがあっ て
も、 死んだらいけない」「
“思い出”を大

※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。

30

30

○特集：
「子どもの知らない携帯の世界 
大人の知らない子どもの携帯の世界」

?!

14
15

発行
4／５㈪～

次号予告

50

50

50

20
50

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）
20

!!

40

テーマ

カンタンレシピの投稿をお待ちしています。
５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。

富田林市

よこちゃん

東大阪市

3

もやしのゆずこしょう和え
材

料

2010
No.362

もやし����� １袋
ゆずこしょう 小さじ１
しょうゆ� 大さじ１強

雑穀ちらし寿司

作り方

材

①もやしのひげ根を取り、熱湯で２
～３分茹でて、ザルに取り、冷ま
す。
②ゆずこしょうをしょうゆで溶く。
③①を絞って水気を取り、②で和え
る。

料

作り方

米������� ２合
雑穀������ １袋
COOPすし酢�� 適量
鮭切身���� １切れ
きゅうり���� １本
うすあげ���� １枚

大阪いずみ市民生活協同組合

①雑穀を入れて米を炊き、炊き上が
ったら、すし酢を混ぜる。
②鮭は焼いて、ほぐす。きゅうりは
スライスして塩をまぶし、水で洗
って、絞る。
③うすあげは軽く焦げ目がつく位焼
いて、食べやすい大きさに切る。
④①に②を混ぜ、③を飾る。
※すし酢は、米酢大さじ３に砂糖35
ｇを入れて煮溶かし、塩８ｇを加
えても作れます。

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

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。

あるなし
クイズ

▼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

✂

３月末
で
消印ま
有効 ５月号のテーマは……
「憧れ」
「これだけはやめて」

年齢 いずれかに○印を

おなまえ（ペンネーム）

（

Ｑ．
「ある」に共通する言葉はなんですか。

TEL

ヒント：○○ら（３文字）

あ る

な し

夜

昼

葉

根

山

海

秋

夏

１･２月号のクイズ解答は「う・え・い・あ」でした。
※12月号クイズの当選者は、阪口洋之助さん他９名です。
応募総数は216名で正解者は209名でした。

りょうちゃん

（

）

※生協登録の電話番号をご記入ください。

３月号の
クイズ解答

）

歳

班配・店舗
個配

市町村

ら

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。

