
食物アレルギー対応の
食事を別々に用意

するのは手間がかかる…外食もなかなか難しい…

ポイント
★片栗粉を加えることで衣がサクッと仕

上がります。

❶お好みの具材を一口サイズに切り分ける。
　※今回オクラは小ぶりだったので、ヘタだけを切り落としています。
❷揚げ油を 170 ～ 180℃の温度に温める。
❸ボウルにホットケーキミックス、片栗粉、水を入れて混ぜ合わせ、お好みの具材をからめる。
❹ ❷の油できつね色になるまで揚げ、野菜のフリッターにはお好みで塩を振ってできあがり。

今回は行楽シーズンにピッタリの、
子どもも大人も喜ぶフリッターをご紹
介します。フリッターの材料はホット
ケーキミックス・片栗粉・水の３点の
み。あとはお好みの具材を用意するだ
け！一見天ぷらっぽいですが、ホット
ケーキミックスの香りと甘さがクセにな
る一品です。我が家ではまとめて作っ
て冷凍し、そのままお弁当に入れてい
ます。おすすめの具材は
ブロッコリーと魚肉ソー
セージです。みなさんも
ぜひ作ってみて下さいね！ 

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 幼児食

・ホットケーキミックス…………… 50ｇ
・片栗粉………………………… 大さじ２
・水…………………………………… 80ml
お好みの具材
・魚肉ソーセージ（太め） ………… １本
・ウインナー………………………… ２本
・ブロッコリー… ４～５個（一口サイズ）
・かぼちゃ……… ４～５個（一口サイズ）
・オクラ………………………… ４～５本

・揚げ油……………………………… 適量
・塩…………………………………… 少々
※お好みでケチャップやオーロラソース（ケチャッ

プ＋マヨネーズ）を添えて下さい。

作り方

食物アレルギーにお悩みのご家庭を応援！

コープの食物アレルギー対応商品

『７品目を使わない』シリーズ発売！

いつも一人だけ違うものを
食べているので
一緒に食べたい…

食物アレルギーがある人もない人も一緒に食べられる
食物アレルギーのある方だけの特別な食事ではなく、“家族や友だちみんなで
同じものが食べられる”のが、このシリーズの特徴です。食物アレルギーを
持つ方が疎外感なく食べられ、家族の笑顔が自然に広がる食卓を応援します！

食事づくりの手間をなるべく省き、おいしく作れる
家族に食物アレルギーがあると、毎日の食事作りは何かと手間がかかります。
レトルトタイプのソースなど、ちょっとした手間が省けるもの、さまざまな
アレンジができるものをラインアップしました。

７品目を使わない
野菜でつくった
ホワイトソース
270ｇ（３～４人前）

…参考価格 498円
　　　（税込価格537円）

【次回企画予定５月５回】

７品目を使わない
野菜でつくった
トマトソース
270ｇ（３～４人前）

…参考価格 498円
　　　（税込価格537円）

【次回企画予定６月２回】

７品目を使わない
発芽玄米
マカロニタイプ
150ｇ

…参考価格 188円
　　　（税込価格203円）

【次回企画予定５月５回】

７品目を使わない
野菜でつくった
カレーソース
270ｇ（３～４人前）

…参考価格 498円
　　　（税込価格537円）

【次回企画予定６月２回】

７品目を使わない
パンケーキ
ミックス粉
300ｇ（150ｇ×２袋）

…参考価格 498円
　　　（税込価格537円）

【次回企画予定５月５回】

７品目を使わない
発芽玄米
スパゲティタイプ
90ｇ

…参考価格 148円
　　　（税込価格159円）

【次回企画予定６月２回】

食物アレルギー対応商品は
買えるところが少ない…

食物アレルギーを持つお子さんがいる
組合員の声がカタチに！

特定原料
７品目不使用４月から

　卵　 　乳 小麦 そば 落花生 えび かに

材料（３～４人分）

ホットケーキミックスで！簡単サクうまフリッター

※次回企画予定は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。



き り と り

生協しまね つながり応援チーム 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。

2019.５　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
５月 ６月
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注文書提出
５月２回の注文書で

注文
５月４回の注文書で

注文
６月１回の注文書で

注文
６月３回の注文書で

注文
７月１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 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６月３日（月）～６月７日（金）です。それまで大切に保管しておいてください。

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

わたしのお気に入り商品は『ベビーチーズ』です。クセがなく、濃
厚な味で私も子どもも大好きです。スライスチーズがないときには
ベビーチーズを切って、生協のロースハムと一緒に食パンにはさんで
サンドイッチにしたり…子どもも喜んで食べてくれます！

出雲市　Ｍ・Ｔさん

子どもも大すき！

北海道産チーズを20％配合し、程良いや
わらかさとコクのあるベビーチーズ。
塩分：0.4ｇ/１個 乳

【国内加工品】【次回企画予定５月４回】

 六甲バター

ベビーチーズ240ｇ（16個）

…参考価格 465円（税込価格502円）

以前利用していた『バランスキューブ』はアレルゲンが入ってい
たので早期からは使えなかったけれど、この商品は５カ月から
使えるので活用しています。５カ月の娘が喜んで食べています。

松江南支所　『子育て・くらぶ』

月齢に合わせられます

国産野菜類と水で作った野菜ペーストをキューブ状に冷凍しました。
じゃがいも（国産）、だいこんおろし（国産）、にんじん（国産）【国内加工品】

〈原材料〉【５種の緑黄色野菜】にんじん、パンプキンペースト、じゃがいも（遺伝子組換えでない）、
トマトピューレ、小松菜、ほうれん草　【根菜】じゃがいも（遺伝子組換えでない）、だいこんお
ろし、にんじん、たまねぎ【次回企画予定５月５回】

 フードテック

なめらかキューブ
５種の緑黄色野菜＆根菜
120ｇ（６個×２種）

…参考価格 298円（税込価格321円）

※次回企画予定は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。


