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　戦後77年、広島原爆の日に近い7月31日（日）、コープみらいの平和の取り組みとして、“知り・学び・伝える”を目的にコーププラザ千葉にて、
「子ども記者になって新聞を作ろう！ 今しか聞けない！ 被爆体験者を取材」を開催しました。
　小学生の親子4組10人が参加し、子どもたちは記者となって原爆被爆者や千葉県ユニセフ協会の方から被爆体験や命の大切さ、ウクライナの
子どもたちの現状などについて聞きました。そして千葉日報社の編集局員から新聞作りのアドバイスを受けながら「平和新聞」を作り上げました。

　それぞれの話を聞いた後、子どもたちは講演者に質問をしたり展示して
ある地雷に触ったり、悲惨な原爆のパネルに目をそらしたりしていました。
子どもの一人が小谷さんに「過去は変えられないけど、未来は変えられる
と思うし、命を大切にしようと思います」と話すと、小谷さんは「平和の大切
さが伝わったのね。良かったわ」と笑顔で応えていました。
　感受性の強い子は気持ちの整理をするのに少し時間がかかったようです
が、最後に心に響いたことを新聞にまとめていました。

被爆体験を伝える勇気と愛に感動しました！被爆体験を伝える勇気と愛に感動しました！
株式会社千葉日報社・コープみらい共催

八千代市原爆被爆者の会

中村　紘さん

原爆の話はとても
こわかったです。

次は私たちが伝えて
いかないといけない。

ウクライナの子どもたちは
悲劇をうけて親とも離れて
生活しているのが
かわいそう。

戦争は原子爆弾を
落とされて人々が多く
亡くなり、ヤケドをしたり、
ケガをしたりして悲しかった。

戦争はダメだ。

戦争の話は私たち親が子どもに伝えることは
なかなか難しく、今回このような機会があることを知り、
目をそむけたいけれど、向き合いたいと思い参加しました。

ただ、あまりにもつらすぎて、伝えることの難しさを感じました。
でも今回参加したことで、わが子は絶対に戦争を肯定しない

だろうと確信しました。

まず親である私自身がしっかりと
平和のバトンを受け取らなければ

いけないと感じました。 語り部は生き証人だから一人一人
から聞いたことは宝物になります。

戦争を体験された方のお話や資料は
機会があれば聞いたり見たりしてきたのですが、

それでも何度聞いてもショックであり、
それと同時にそれでも伝えてくださる方の思い、

情熱、その背後にあるものを感じ、
圧倒されるようでした。大切なこと、

心に蓄えたようでした。

当日の様子は　
こちらから

▲

子どもたちが作った　
平和新聞は　
こちらから

▲

子ども記者の皆さんが作成した新聞の一部を紹介します

子どもの感想

親の感想

問い合わせ コープみらい千葉県本部　参加とネットワーク推進部　TEL 0120-925-036　9時～17時（土・日・祝日休み）

メモも取りながら

話に集中！
アドバイスを受け
ながら新聞作り！

心に響いたことが

たくさんあった！

　広島で被爆した中村さん
は戦争やいじめなどで命を落
とす人がいる中で「命は自分た
ちが使える時間です。命を大切

にするために自分たちに何ができるかを考えてほし
い。若いみんなに命を大切にする平和のバトンは渡し
たよ！」とメッセージを伝えました。その言葉が心にし
みたのかメモに取る姿がありました。

八千代市原爆被爆者の会
小谷　孝子さん

　被爆体験を語ってくれる
小谷さんが腹話術の人形

「あっちゃん」と登場するとパ～っ
と明るくなってみんなもニコニコの

笑顔になりました。小谷さんが「あっちゃん」に語りかける
ように、今でも覚えている苦しかった日の出来事から話し
出すと、初めて聞く話に少しとまどっているようでしたが、
みんな真剣に聞き入っていました。

千葉県ユニセフ協会
福本　朋子さん

　ユニセフの福本さんからは、
「募金は子どもたちの支援に使
われています」と募金の使われ方
と、戦禍でつらい思いをしているウ

クライナの子どもたちの状況が伝えられました。それを
聞いた子は母親に「かわいそうだね」とそっとつぶやいて
いました。

ひろし

報告

　コープみらいのちばインフォメーションでは組合員の皆さんの暮らしが豊かになるような情報が提供
できるよう、毎年組合員モニターからの声を生かした紙面づくりを行っています。

期間中に10回以上、アンケートに答えた方に図書カード1,000円分をお送りします。
100人（応募者多数の場合は抽選）

モニター募集の応募フォームよりお申し込みください。

2月5日（日） 当落の結果は2月24日（金）までにお知らせします。

期　間

内　容

謝　礼

募集人数

応募方法

締め切り

3月6日号～2024年2月19日号（予定）
「ちばインフォメーション」を読みアンケートに回答していただきます。

パソコンの方はこちらから▼

　コープみらいの組合員情報紙「ちばインフォメーション」のWebモニターを募集します。
より充実した紙面にしていくために、感想やご意見などをWebアンケートにてお答えいただく読者モニターです。
たくさんのご応募お待ちしております。

TEL 0120-925-036　9時～17時（土・日・祝日休み）コープみらい千葉県本部 参加とネットワーク推進部問い合わせ

Webモニターを募集 ！Webモニターを募集 ！2023年度

千葉エリア「コープみらい ちばインフォメーション」 で

スマートフォンの
方はこちらから▶
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コープみらい 千葉県本部 参加とネットワーク推進部　TEL:043-301-6684 FAX:043-301-6685 で検索！コープみらい編集 ホームページ

10 3
2022

生活協同組合コープみらいは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

ちばインフォメーションの紙面で募集している催し物、講座のお申し込みの際にお預かりした個人情報は、お申し込みの受付、詳しい資料やご案内の送付、必要なご連絡のために使わせていただきます。
掲載しているイベント等は、開催地域の天候や新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止させていただく場合があります。

ちば
べじ
レポー

ト
協力：（農）佐原農産物供給センター

　北総台地に位置する佐原は、火山灰土壌で水はけがよくサツマイモの栽培に適し、産地として有名です。
今回は（農）佐原農産物供給センターの生産者の椎名泰央さんにお話を伺いました。

しいなやすお
千葉県の生産者が育てた
自慢の野菜を紹介!

千葉県の生産者が育てた
自慢の野菜を紹介!

旬旬旬旬到来！到来！

　「サツマイモは焼きイモやふかしイモにするとおいしいですね」
と椎名さん。「サツマイモは品種によって甘さや食感に差があり、
経験をもとに畑に合った肥料を調整しながら与え、品種の特徴を
生かしたおいしさを追求しています。8月中旬頃から収穫が始まり
ますが、品種や時期によっては貯蔵し、熟成させておいしくなった
サツマイモを組合員さんにお届けしています。皆さんからも『今年
もおいしかった』『体に気をつけて頑張ってください』というような
メッセージカードをいただき、それに応えようと『もっとおいしく作
ろう』と頑張っています。組合員さんと、つながりがあることがやり
がいですね」と笑顔で話してくれました。

さつまいもさつまいもさつまいもさつまいもこだわりの土で
おいしさを引き出す
こだわりの土で
おいしさを引き出す

① サツマイモ（2本）は食べやすい大きさに
　 切って800Wの電子レンジで5分くらい（竹串が
　 スッと通るくらい）加熱して、水気をよく切り
　 フライパンで揚げ焼きにしてとり出す。
② 油をふきとった同じフライパンに砂糖大さじ5、
　 水大さじ2を中火でよくかきまぜながら煮立てる。
　 弱火にして細かい泡状になったら、油をよく切った
　 ①を入れてからめる。
③ 火を止めて、全体に大きくフライパンをゆすって
　 混ぜ合わせ砂糖が結晶化してきたら出来上がり。
　 お好みで、ゴマ大さじ1を。

［作り方］

サツマイモの雪衣

① 5ミリに切った皮付き
　 サツマイモの輪切りを
　 8枚用意する。
② 豚ロース8枚を広げ、
　 塩・コショウし、
　 1枚ずつサツマイモに巻く。
③ ②に小麦粉・溶き卵・パン粉の順につけ、170℃の油で揚げる。
　 ※サツマイモは揚げる前に、レンジで加熱可。

［作り方］

イモカツ

レレシシピピサツマイモサツマイモのの

サツマイモを油
で揚げるときは

、

しっかり水分を
切ろう。

砂糖がかたまり
にくくなるので、

水は入れすぎな
いように注意。

　椎名さんは結婚してから農業を始めました。「最初は義父から教わった
通りにサツマイモを育てていました。しかし『先代のサツマイモの味と違う
ね』と言われ、そこで竹林で土着菌をつくり始めました。この土着菌はこの
地域に適した菌の集まりなんです。それを牛ふんともみ殻に混ぜて3年間
熟成させた、サラサラのたい肥を畑にすき込んで土を少しずつ改良してき

ました。すると先代の味に負けないくらいのサツマイモができるようになったんです」と目を輝かせ
て語ってくれました。また連作障害をなくすため、作物を作らず畑を1年間休ま
せたり、植え付けの前には畑の排水と通気性をよくするための深掘りを
しているそうです。

おいしさを支えるこだわりの「土づくり」

愛情たっぷりと
すくすく育った
サツマイモ葉はかわいい

ハート形♪

椎名さん
おすすめ
椎名さん
おすすめ

絹のように
なめらかな食感

ねっとりねっとり

さっぱりさっぱり 甘さ強め甘さ強め

ホクホクホクホク

シルクスイ
ート

ねっとりと
甘さが際立つ

べにはるか

ホクホクで
さっぱりとした
甘さ

ベニアズマ

あなた
のお好

みは？

椎名さんがつくっている
サツマイモの 特徴

クク イイ ズズ
サツマイモはどの部分を食べているのでしょうか？

［クイズの答え］　根の部分

「おいしかった」の声を励みに

（農）佐原農産物供給センターの
生産者　椎名泰央さん

ハピ・デリ！ 取り扱い週 さつまいも（シルクスイート） 1月2回まで　　

組合員の声を生かした広報紙組合員の声を生かした広報紙
2022年度

モニターと一緒に作った
紙面を紹介

被爆体験を小学生記者が取材して新聞にした

記事が印象に残っています。重い話題ですが

これから大きくなる子ども達に知っていて欲

しいことなので、どうやって教えるか、親も一

緒に学ぶ姿勢など参考になる記事でした。

いちかわフードバンクの記事で

障害のある高校生が、他の方の

役に立ちたいと自らボランティ

アをしておられ、そのコメント

に感銘を受けました。

ちばべじレポートをいつも楽しみにしてい

ます。定番野菜がどう作られるのか、どこ

に気をつけて野菜を選ぶべきか、など生産

者のお話がとても参考になります。実用的

なレシピも豊富に載っていました。

印象に残った記事の紹介

◀ ちばインフォメーションはこちらから

2022年9月5日号
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子育て
応 援

ハッピー講座「いっしょに子育て」ハッピー講座「いっしょに子育て」

問い合わせ コープみらい千葉県本部 参加とネットワーク推進部 TEL 0120-925-036　9時～17時　（土・日・祝日休み）

申込時、２カ月～７カ月のお子さんの親子（全３回参加できる方を優先します）
１５組（応募者多数の場合は抽選となります）
Zoomでのオンライン開催（通信料は参加者のご負担になります）
光回線やWi-Fiなどのご利用をおすすめします。
二次元コードから応募
９月１6日（金）
結果は９月２０日（火）までに、全員にメールで連絡します。
当選者には開催２日前までにZoom参加招待用のミーティングIDとパスコードを連絡します。

日程と内容

対　　象

応募方法

開催方法

定　　員

締め切り

9月27日（火） 11時～12時

身近な不要品が小物に変身？！身近な不要品が小物に変身？！
～ アイデア次第で再利用 ～

くらしのくらしのくらしのくらしの
ココココララララムムムム

子育て応援3回連続オンライン企画子育て応援3回連続オンライン企画

　赤ちゃんとの毎日のくらし、楽しんでいますか。うれしさと楽しさがある一方、赤ちゃんとのコミュニケーションや
これから始まる離乳食など悩むこともあります。そこで、ママやパパたちが生き生き暮らせるよう、月齢に合わせた
講座で、赤ちゃんと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

　着られなくなった服、かわいい絵柄の包装紙、捨てるにはもったいない缶やビンなどの再利用を、
Webモニターさんやブロック委員さんに聞いてみました。

・ ベビーマッサージ　・ きらきらステップ離乳食開発秘話など
第１回

10月25日（火） 11時～12時
・ 離乳食座談会（栄養士さんと話そう）
第2回

11月29日（火） 11時～12時
・ 親子で楽しくリズム遊び
第3回

応募は
こちらから▶

※ベビーマッサージ。
　写真はイメージです。今回はオンライン。

捨てればゴミだけど、
ちょっとした

工夫やアイデアで
楽しくエコ活できちゃう！

牛乳パック

ご祝儀袋

※きれいに洗ってしっかり乾燥させてから使ってね！

開いてきれいに洗い、きちんと乾か
した牛乳パックを使い捨てまな板
に。生ものの調理に。

牛乳パックを適当な大きさに切って
きれいな包装紙や布を貼ると、小物
入れやペン立てに。

小物入れに変身！ まな板に変身！

祝い膳の箸袋に変身！
出産祝いでいただいたご祝儀袋。
お食い初めなどの箸袋に。

包装紙 その他
かわいい模様の包装紙がポチ袋に変身！ 古くなったタオル、バスタオルは

ぞうきんに、
Tシャツはエコバッグに変身。

の
り
し
ろ

のりしろ

た
に
お
り

た
に
お
り

6cm 3.5cm3.5cm

9cm

2cm

1.5cm

【作り方】
①包装紙を下の写真のように切り取る。
②たにおりにして、のりしろにのりをつけて貼る。

それ、捨てないで！！

昨年人気！
参加者
募集

参加費無料

主催：コープみらい千葉県本部

編集部
より

2022年10月17日号
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わが家の食育わが家の食育くらしのくらしのくらしのくらしの
ココココララララムムムム 　ちばインフォメーションWebモニターの皆さんに、おうちで実施している“わが家の食育”について

聞いてみました。「食べ物に感謝すること」「食事の時間をコミュニケーションの場にしている」など多数
の声が寄せられましたので紹介します。

おうちによって、取り入れている「食育」はさまざまですが、週に一度でも
家族みんなでおしゃべりしながら食卓を囲み、食を通して豊かな暮らしにつなげられたらいいですね。

11月は千葉県の食育月間です。

食事バランスに気をつける 食べ物に感謝！ 家族のコミュニケーションの場に！
●ゆっくりよくかんで食べる

●旬のものを取り入れる

●三食キチンと野菜を食べる

●朝食には必ず4種類以上の
　具を入れたみそ汁を食べる

●好き嫌いなく、いろいろな食材を食べる
●必ず「いただきます」「ごちそうさま」を言う
●ごはん粒を残さないようにする
●取り分けたおかずはできるだけ完食する
　おかわりはその後にする

●一緒に料理を作る
●子どもにできる食事の準備は手伝ってもらう
●できるだけ決まった時間に食べるようにする
●できるだけテレビをつけない
　スマホを見ない
●夕飯の際は家族で1日あったこと
　などを各自話す時間にしている
●「おいしいね！」と笑顔で
　話しながら食べる

買って、食べて、知って、持続可能な社会へ買って、食べて、知って、持続可能な社会へ

▲  詳細はこちらから

「買って、食べて、知って、持続可能な社会へ　未来へつなごう」　
バックナンバーはこちらから▶

ブロック委員について　詳細はこちらから▶

問い合わせ コープみらい千葉県本部　参加とネットワーク推進部　TEL 0120-925-036　9時～17時（土・日・祝日休み）

　コープみらいは、「未来へつなごう」をスローガンに、SDGsの達成に向けてさまざまな取り組みを行っています。対象商品を買っておい
しく食べることで、環境・生物多様性の保護や飢餓をなくす活動、日本の食料自給力の維持・向上の貢献につながる「4つのプロジェクト」
の取り組みもその一つ。地域で活動するブロック委員さんのおすすめレシピなど、対象商品を使ったレシピを紹介します。

買って食べるだけで、
応援できるんだって！

お米育ち豚の中華おこわ

もちもちおいしいおこわ！
家族みんなで食卓を囲んで

ブロック委員 Y.Tさん

※ブロック委員とは、組合員の皆さんや地域の方々の
多彩な参加の場が広がるよう、地域の活動をコーディ
ネートする組合員です。

作り方　4人分 （約50分 ※もち米をつける時間、干しシイタケを戻す時間は除く）

4つのプロジェクト

産直 新潟佐渡
コシヒカリ

産直 お米育ち豚 産直 沖縄県
伊平屋島産もずく

コープ牛乳 「4つのプロジェクト」

下準備 ： もち米3合は洗って水に約2時間つけておき、干しシイタケ3枚は
　　　　水で戻しておく（戻した水も取っておく）。
① ニンジン70ｇ、戻した干しシイタケ、産直お米育ち豚・薄切り100ｇを
　 せん切りにし、長ネギ約5cmはミジン切りにする。
② 鍋にサラダ油を熱し、①のニンジン、干しシイタケ、お米育ち豚を炒める。
③ ②の中に水切りしたもち米を入れてさらに炒める。
④ ③に味付けスープ(シイタケの戻し汁200ml、固形スープの素1個、
　 しょう油大さじ1、塩小さじ1、酒大さじ3）を入れ、水気がなくなるまで炒める。
⑤ ④を蒸し器に入れ約25分蒸す。途中固さ加減をみて水を打ってもよい。
⑥ 約10分蒸らして白ゴマ適量と長ネギを混ぜたら出来上がり。

簡単！！ もずく入りたまご焼き

さっぱりとした味で
もずくが苦手な子どもでも
パクパク食べられる
たまご焼きです！

ブロック委員 M.Wさん

作り方　4人分 （約15分）

① 産直 沖縄県伊平屋島産　味付太もずく1パックをザルにあける。
② 長ネギ1本を小口切りにする。
③ 卵5個をボウルに割り、白だし小さじ2を加えて混ぜる。
④ ③のボウルに①②を入れ混ぜる。
⑤ たまご焼き用フライパンに油をひき、たまご焼きを作れば完成！

マシュマロ牛乳プリン ふんわりあま～いプリン
ブルーベリーで飾り付け

作り方　3人分 （約120分）

① 鍋にマシュマロ100g、コープ牛乳300ccを
　 入れ弱火でかき混ぜる。
② マシュマロが溶けてきたら泡立て器で
　 ふんわりと混ぜる（焦げないように）。
③ マシュマロがしっかり溶けたら容器に流し
　 入れ、冷蔵庫で冷やし固めたら出来上がり！

9/5
号

10/17
号

平　和フードバンク

産直野菜

2023年度も、皆さんの声や感想を生かしていきます。
あなたもモニターとして一緒に広報紙作りに参加しませんか。

2022年9月5日号
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子育て
応 援

ハッピー講座「いっしょに子育て」ハッピー講座「いっしょに子育て」

問い合わせ コープみらい千葉県本部 参加とネットワーク推進部 TEL 0120-925-036　9時～17時　（土・日・祝日休み）

申込時、２カ月～７カ月のお子さんの親子（全３回参加できる方を優先します）
１５組（応募者多数の場合は抽選となります）
Zoomでのオンライン開催（通信料は参加者のご負担になります）
光回線やWi-Fiなどのご利用をおすすめします。
二次元コードから応募
９月１6日（金）
結果は９月２０日（火）までに、全員にメールで連絡します。
当選者には開催２日前までにZoom参加招待用のミーティングIDとパスコードを連絡します。

日程と内容

対　　象

応募方法

開催方法

定　　員

締め切り

9月27日（火） 11時～12時

身近な不要品が小物に変身？！身近な不要品が小物に変身？！
～ アイデア次第で再利用 ～

くらしのくらしのくらしのくらしの
ココココララララムムムム

子育て応援3回連続オンライン企画子育て応援3回連続オンライン企画

　赤ちゃんとの毎日のくらし、楽しんでいますか。うれしさと楽しさがある一方、赤ちゃんとのコミュニケーションや
これから始まる離乳食など悩むこともあります。そこで、ママやパパたちが生き生き暮らせるよう、月齢に合わせた
講座で、赤ちゃんと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

　着られなくなった服、かわいい絵柄の包装紙、捨てるにはもったいない缶やビンなどの再利用を、
Webモニターさんやブロック委員さんに聞いてみました。

・ ベビーマッサージ　・ きらきらステップ離乳食開発秘話など
第１回

10月25日（火） 11時～12時
・ 離乳食座談会（栄養士さんと話そう）
第2回

11月29日（火） 11時～12時
・ 親子で楽しくリズム遊び
第3回

応募は
こちらから▶

※ベビーマッサージ。
　写真はイメージです。今回はオンライン。

捨てればゴミだけど、
ちょっとした

工夫やアイデアで
楽しくエコ活できちゃう！

牛乳パック

ご祝儀袋

※きれいに洗ってしっかり乾燥させてから使ってね！

開いてきれいに洗い、きちんと乾か
した牛乳パックを使い捨てまな板
に。生ものの調理に。

牛乳パックを適当な大きさに切って
きれいな包装紙や布を貼ると、小物
入れやペン立てに。

小物入れに変身！ まな板に変身！

祝い膳の箸袋に変身！
出産祝いでいただいたご祝儀袋。
お食い初めなどの箸袋に。

包装紙 その他
かわいい模様の包装紙がポチ袋に変身！ 古くなったタオル、バスタオルは

ぞうきんに、
Tシャツはエコバッグに変身。

の
り
し
ろ

のりしろ

た
に
お
り

た
に
お
り

6cm 3.5cm3.5cm

9cm

2cm

1.5cm

【作り方】
①包装紙を下の写真のように切り取る。
②たにおりにして、のりしろにのりをつけて貼る。

それ、捨てないで！！

昨年人気！
参加者
募集

参加費無料

主催：コープみらい千葉県本部
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わが家の食育わが家の食育くらしのくらしのくらしのくらしの
ココココララララムムムム 　ちばインフォメーションWebモニターの皆さんに、おうちで実施している“わが家の食育”について

聞いてみました。「食べ物に感謝すること」「食事の時間をコミュニケーションの場にしている」など多数
の声が寄せられましたので紹介します。

おうちによって、取り入れている「食育」はさまざまですが、週に一度でも
家族みんなでおしゃべりしながら食卓を囲み、食を通して豊かな暮らしにつなげられたらいいですね。

11月は千葉県の食育月間です。

食事バランスに気をつける 食べ物に感謝！ 家族のコミュニケーションの場に！
●ゆっくりよくかんで食べる

●旬のものを取り入れる

●三食キチンと野菜を食べる

●朝食には必ず4種類以上の
　具を入れたみそ汁を食べる

●好き嫌いなく、いろいろな食材を食べる
●必ず「いただきます」「ごちそうさま」を言う
●ごはん粒を残さないようにする
●取り分けたおかずはできるだけ完食する
　おかわりはその後にする

●一緒に料理を作る
●子どもにできる食事の準備は手伝ってもらう
●できるだけ決まった時間に食べるようにする
●できるだけテレビをつけない
　スマホを見ない
●夕飯の際は家族で1日あったこと
　などを各自話す時間にしている
●「おいしいね！」と笑顔で
　話しながら食べる

買って、食べて、知って、持続可能な社会へ買って、食べて、知って、持続可能な社会へ

▲  詳細はこちらから

「買って、食べて、知って、持続可能な社会へ　未来へつなごう」　
バックナンバーはこちらから▶

ブロック委員について　詳細はこちらから▶

問い合わせ コープみらい千葉県本部　参加とネットワーク推進部　TEL 0120-925-036　9時～17時（土・日・祝日休み）

　コープみらいは、「未来へつなごう」をスローガンに、SDGsの達成に向けてさまざまな取り組みを行っています。対象商品を買っておい
しく食べることで、環境・生物多様性の保護や飢餓をなくす活動、日本の食料自給力の維持・向上の貢献につながる「4つのプロジェクト」
の取り組みもその一つ。地域で活動するブロック委員さんのおすすめレシピなど、対象商品を使ったレシピを紹介します。

買って食べるだけで、
応援できるんだって！

お米育ち豚の中華おこわ

もちもちおいしいおこわ！
家族みんなで食卓を囲んで

ブロック委員 Y.Tさん

※ブロック委員とは、組合員の皆さんや地域の方々の
多彩な参加の場が広がるよう、地域の活動をコーディ
ネートする組合員です。

作り方　4人分 （約50分 ※もち米をつける時間、干しシイタケを戻す時間は除く）

4つのプロジェクト

産直 新潟佐渡
コシヒカリ

産直 お米育ち豚 産直 沖縄県
伊平屋島産もずく

コープ牛乳 「4つのプロジェクト」

下準備 ： もち米3合は洗って水に約2時間つけておき、干しシイタケ3枚は
　　　　水で戻しておく（戻した水も取っておく）。
① ニンジン70ｇ、戻した干しシイタケ、産直お米育ち豚・薄切り100ｇを
　 せん切りにし、長ネギ約5cmはミジン切りにする。
② 鍋にサラダ油を熱し、①のニンジン、干しシイタケ、お米育ち豚を炒める。
③ ②の中に水切りしたもち米を入れてさらに炒める。
④ ③に味付けスープ(シイタケの戻し汁200ml、固形スープの素1個、
　 しょう油大さじ1、塩小さじ1、酒大さじ3）を入れ、水気がなくなるまで炒める。
⑤ ④を蒸し器に入れ約25分蒸す。途中固さ加減をみて水を打ってもよい。
⑥ 約10分蒸らして白ゴマ適量と長ネギを混ぜたら出来上がり。

簡単！！ もずく入りたまご焼き

さっぱりとした味で
もずくが苦手な子どもでも
パクパク食べられる
たまご焼きです！

ブロック委員 M.Wさん

作り方　4人分 （約15分）

① 産直 沖縄県伊平屋島産　味付太もずく1パックをザルにあける。
② 長ネギ1本を小口切りにする。
③ 卵5個をボウルに割り、白だし小さじ2を加えて混ぜる。
④ ③のボウルに①②を入れ混ぜる。
⑤ たまご焼き用フライパンに油をひき、たまご焼きを作れば完成！

マシュマロ牛乳プリン ふんわりあま～いプリン
ブルーベリーで飾り付け

作り方　3人分 （約120分）

① 鍋にマシュマロ100g、コープ牛乳300ccを
　 入れ弱火でかき混ぜる。
② マシュマロが溶けてきたら泡立て器で
　 ふんわりと混ぜる（焦げないように）。
③ マシュマロがしっかり溶けたら容器に流し
　 入れ、冷蔵庫で冷やし固めたら出来上がり！

ご家庭で実施している
“わが家の食育”の声を、

コープみらいの「未来へつなごう」の
取り組みに結びつけて
紙面を作りました。

ご家庭で再利用したり、
リメイクしているものを

モニターの皆さんから募集。
くらしのアイデアとして
紹介しました。

新たな気付きがありました。不要品

を加工したら活用できるとわかって

いても、なかなか取り組めていな

かったのですが、まずはやってみる

ことだと思いました。記事を見ると、

改めて考える機会になります。

記事を読んだ感想

記事を読んだ感想
各家庭で具体的にどのような食育をし

ているのかを知ることができて参考に

なりました。わが家でもさっそく取り

入れて食卓を囲みたいと思います。


