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生協しまね
取り扱いはこの５品です

生協しまね
取り扱いはこの５品です

「きらきらステップ」の４つのこだわり

ポイント
★大豆の水煮パックを使う場合は、一

度洗ってざるに上げ、水気を切って
から薄力粉をまぶしましょう。

★小魚は何でも良いですが、お正月に
残ったからんま（田作り）を使用す
る場合は、揚げずに❺から合わせて
下さい。

作り方

❶大豆ドライパックをビニール袋に入れ、小さじ１の水を入れ
て全体に馴染ませる。

　※水は大豆に薄力粉を付けるためのものです。
❷ ❶に薄力粉を入れ、ビニール袋を風船のように空気を含ませ

て口を片手で握り、粉が大豆全体に絡むように振り混ぜる。
❸ 170 ～ 180℃の揚げ油を用意し、先に小魚を素揚げする。
　※焦げないように気をつける（揚げ時間１～２分程度）。
❹大豆は２回くらいに分けて２～３分ずつ揚げる。
❺鍋にＡの材料を合わせひと煮立ちさせ火を止め、❸❹を投入

し、鍋を振ってタレを全体に絡ませる。最後にいりごまを全
体にまぶしてできあがり。

　お正月料理「田作り」のことを出雲
地方の方言で「からんま」と言います。
みなさんはお正月に食べられましたか？
今回は甘辛味で子どももパクパク食べる
大豆と小魚のからんま風をご紹介します。
　大豆は『畑のお肉』と呼ばれるくらい栄養
満点の食材です。子どもの成長に欠かせない
良質なタンパク質を豊富に含んでいます。ま
た小魚も入り、カルシウムが骨を丈夫にしてく
れます。甘辛い味付けでおやつ、おつまみ、
お弁当にも最適です。寒さが
一段と厳しくなるこれからの季
節、大豆と小魚パワーで元気な
身体づくりを目指しましょう！

ひろみママ

生協しまねの組合員で、
栄養士の資格を持って
いる２児のママで～す♪

http://www.coop-shimane.jp/
【お問合せ】0120-336-021
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コープの
子育て情報誌 ままみぃる

― 赤ちゃんとお母さんをサポートするコミュニティー ―

幼児食レシピひろみママの

材料（４～６人分）

幼児食

大豆と小魚のからんま風

・ 大豆ドライパック
　 ………………………… ２袋（120ｇ）
・小魚（じゃこ等）
　 ……………………………………30ｇ程度
・水 ……………………………… 小さじ１
・薄力粉または片栗粉
　 …………………………………… 大さじ１

・揚げ油 …………………………………適量
・砂糖 ………………………… 大さじ１
・みりん ……………………… 大さじ２
・濃い口しょうゆ …… 大さじ２
・いりごま ………………… 大さじ１

Ａ

『きらきらステップ』は「なるべく子どものご飯を手作りしたい…。
でもすべてを手作りするのは大変…」という、ママ＆パパの想いをかたちにした商品です。

1便利な冷凍野菜
一般のお店ではあまり見かけない、離乳食づくりに
便利な冷凍品をラインナップ。冷凍庫に買い置きし
ておけば、使いたいときにすぐ使えます。

2“素材型”なので使い方いろいろ
月齢に合わせてすりつぶしたり、家にある食材と組み
合わせたりと、お好みでいろいろな使い方ができます。

3ママ＆パパの想いをかたちに
実際に子育てをしている組合員モニターからご意
見を聞き、商品開発に役立てています。

4安心できる原料を、徹底した品質管理で
通常のＣＯ・ＯＰ商品以上に厳しい基準で商品設
計や品質検査を行っています。アレルゲンや食塩
相当量も分かりやすく表示しています。

アレルゲンや食塩相当量など、
商品の情報を分かりやすく表示！ 対象月齢がすぐ分かる！ 対象月齢の目安

９カ月頃からブロッコリーの

　　クリームあえ

材　料
• 国産野菜と豆乳で作った

　　角切り野菜入りホワイトソース

　（電子レンジで加熱する） ・・・・・・３個

• ブロッコリー（穂先） ・・・・・・・・・20g

• 鶏ひき肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15g

作り方
❶ブロッコリーはゆでて穂先を細かく切る。

❷鶏ひき肉はゆでる。

❸ホワイトソースと❶❷をあえる。

 トーアス

大豆ドライパック
（パウチ）⑤ 60ｇ×５

…参考価格 427円（税込価格461円）

大豆(国産（北海道）)【国内加工品】
【次回企画予定２月１回】

５種の国産野菜の
ミニハンバーグ(ひじき入り)
…参考価格 298円（税込価格321円）
【次回企画予定：「ふぁみ～ゆ」２月３回】

３種の国産野菜と
　　　しらすのおかゆ
…参考価格 298円（税込価格321円）
【次回企画予定：「ふぁみ～ゆ」２月３回】

なめらかキューブ
５種の緑黄色野菜＆根菜
…参考価格 298円（税込価格321円）
【次回企画予定：「ふぁみ～ゆ」２月１回】

冷凍＆小分けされている
ので、使いたいときに使
いたい分だけ使える！

裏面には QR コード
が

!!

ＱＲコードを読み込むと、レシピ
など、さらに詳しい商品情報を知
ることができます！

国産野菜と豆乳で作った
角切り野菜入りホワイトソース
…参考価格 298円（税込価格321円）
【次回企画予定：「ふぁみ～ゆ」２月１回】

やわらかいミニうどん
…参考価格 298円（税込価格321円）
【次回企画予定：「ふぁみ～ゆ」２月１回】



き り と り

生協しまね つながり応援グループ 行たくさんの投稿まってま～す！！

□回答必要　　□実名掲載可　　□ペンネーム（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※ご指定のない場合は、イニシャルで掲載いたします。

2019.１　ままみぃる 投稿用紙

班名：　　　　　　　　　　　氏名：

□□□□□□□□ 組合員コード 
◦教えて！子育てエピソード
◦わたしのお気に入り商品大募集！
◦子育てやくらしの中で悩んでいること
◦先輩ママに聞いてみたいこと

みんなの声募集

＊投稿用紙に記入して担当者にお渡しくだ
さい。メールの場合は、組合員コード、
お名前を必ず明記してください。

　kouhou@coop-shimane.jp
携帯電話からの投稿はこちらから→

※お寄せいただいた情報は、「ままみぃる」・「こーぷ・しまね」・商品カ
タログ「だいすき」・ホームページ等での紹介や組合員活動、運営
に活用させていただきます。

わたしのお気にいり

カレンダー
１月 ２月 ３月

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 1
月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

注文書提出
１月２回の注文書で

注文
１月４回の注文書で

注文
２月２回の注文書で

注文
２月４回の注文書で

注文
商品お届け お届け お届け お届け お届け
ままみぃる 配布 配布
ふぁみ～ゆ 配布 配布 配布 配布

赤ちゃんサポートスケジュール

※次回のままみぃる配布は２月 11 日（月）～２月 15 日（金）です。それまで大切に保管しておいてください。

　パッケージがかわいらしくて子どもたちが楽しそうに選んで
いました！ビスケットがうすくて食べやすい！ほのかにバター
の香りがして食欲をそそります。

雲南支所　子育て・くらぶ

サポート商品の中からお好きな商品を
隔週で1点プレゼント！

産直こめたまご
（6個パック） 卵

2000

2005
だし＆ソース
３種パック
21.4g
小麦  乳  

2008

2009

2013

小魚せんべい
（2枚×6袋）

ミルク
ウエハース

（１枚×8袋）
卵  乳  小麦

赤ちゃんの
おしりふき

（80枚×２袋）

2011
チキン
カレー

（80g）
乳  小麦 

2012

2014
やさしい
綿棒

（100 本）

2006
国産
コシヒカリの
米がゆ
50g（5.0g×10包）

2007
裏ごし
おさかな
2.6g（3個）

●商品の申し込みとお届けについて
　＊注文書裏面の B 企画欄にご希望の商品 1 点の注文番号と数

量「１」を記入してお申し込みください。インターネット注
文「ｅふれんず」でのお申し込みも可能です。注文書提出の
翌週に商品をお届けします。

　＊複数のお申し込みはできません。

素　材

5ヵ月頃～ 7ヵ月頃～ 1才頃～

雑

貨

まい！
しまねの牛乳

（1000ｍℓ）乳

2001

豆腐と野菜の
和風煮込み

（80g）

りんご
（70g）

2004

2002
毎日食パン
1斤（6枚）

乳  小麦  

2010
赤ちゃんの
純水

（500ｍℓ）

2 0 0 0 1

2003
大山ヨーグルト

（70g×6）乳

見た目も味も good

塩分：0.2ｇ/1個 卵  乳  小麦
【国内加工品】鶏卵（国産、その他）、くるみ（ア
メリカ、その他）、小麦粉（小麦）（アメリカ、
その他）

【次回企画予定１月４回】

塩分：0.2ｇ/１袋 卵  乳  小麦
【国内加工品】小麦粉（小麦）（アメリカ、
その他）、植物油脂（非限定）、砂糖混合
ぶどう糖果糖液糖（非限定）

【次回企画予定２月３回】

 イトウ製菓

どうぶつビスケット
（全粒粉入り）25ｇ×６

…参考価格 198円（税込価格213円）

　思っていたより小さめでしたが、子どもたちはランチの
かわりにもなり、おいしく食べられました。

出雲支所　子育て・くらぶ

ランチのかわりにぴったり

 北川製菓

朝の応援食
くるみの焼きドーナツ
（全粒粉入り）10個

…参考価格 498円（税込価格537円）


