
幼児食レシピ
暑さも和らぎ、秋の味覚を楽しむ季節

となりました。今回は塩のみで作るさつ
まいもごはんをご紹介します。さつまい
もはくずれやすいイメージがありますが、
皮付きにすることと、しっかり水にさらす
ことで防ぐことができます。調味料は塩
のみですので、さつまいもの
素朴な甘味を楽しめます。

みなさんもぜひ作ってみて
くださいね！

ひろみママひろみママ
生協しまねの組合員で、栄養士の資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♪格を持っている２児のママで～す♪

https://www.coop-shimane.jp/
【お問合せ】0120-336-021
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コープのコープの
子育て情報誌子育て情報誌 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 ―

ひろみママの

作り方作り方
❶さつまいもをやや大きめの２ｃｍ角位の

大きさに切って、15分以上水にさらす。

❷お米を研いで、分量の水を入れ、塩、
酒を入れよく混ぜ、❶のさつまいもを
よく水切りしてから加え、炊飯する。

❸ ❷が炊きあがったらさつまいもがくず
れないように軽く混
ぜ合わせ、器に盛り
付け、ごまをふりか
けてできあがり。

材料材料
・米…………………………………… ２合
・さつまいも……………… 200～300ｇ
・塩……………………………… 小さじ１
・酒……………………………… 大さじ２
・いりごま…………………………… 適宜

素朴で簡単素朴で簡単  さつまいもさつまいもごはんごはん

ポイント
★さつまいもの皮は、煮くずれ防止の

ために付いたままの方が良いですが、
気になる方はむいて使いましょう。

★塩加減はお好みで調整してください。
★水を足して芋がゆにし、離乳食とし

ても活用できます。

幼児食

こだわり１ 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。

こだわり３ 離乳食や幼児食に便利な冷凍品を中心にラインナップ。買い置きすれば
必要なときにすぐ使えます。

こだわり２ お子さんに安心して与えられるよう、安全面を最優先し、商品設計や品
質検査を行います。

こだわり４ 下ごしらえなしですぐに使える野菜・主食などを商品化。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、いろいろな使い方が可能です。

こだわり５ 幼児食期向けは、1歳 6ヵ月以降の幼児が食べやすい大きさ・食感で、
やさしいうす味に仕上げています。

ためしてみませんか♪　 コープの乳幼児食シリーズ

きらきらきらきらステップステップ

他にもアレンジレシピが他にもアレンジレシピが
いっぱい♪いっぱい♪

いつもは、野菜をゆでて、切って、つぶして、冷まして、小分けして、
冷凍して…ストックしているけど、切らしてしまった！

そんなときには…
そんなときには…

これがあれば…
これがあれば…

ちょこっとアレンジちょこっとアレンジ

国産の野菜に水を加えてなめらか国産の野菜に水を加えてなめらか
なペースト状にし、キューブの形になペースト状にし、キューブの形に
冷凍しました。1個約10ｇのキュー冷凍しました。1個約10ｇのキュー
ブがひとつずつトレイに入っていブがひとつずつトレイに入ってい
るので、使いたい分だけ取り出しるので、使いたい分だけ取り出し
て使えます。て使えます。

【次回企画予定ふぁみ～ゆ９月３回、11月２回】【次回企画予定ふぁみ～ゆ９月３回、11月２回】

５種の
緑黄色野菜 根菜

（かぼちゃ・にんじん・（かぼちゃ・にんじん・
トマト・ほうれん草・トマト・ほうれん草・
小松菜／じゃがいも）小松菜／じゃがいも）

（じゃがいも・にんじん・（じゃがいも・にんじん・
だいこん・たまねぎ）だいこん・たまねぎ）

国産野菜で作った国産野菜で作った
なめらかキューブなめらかキューブ

“子育てをするママとパパ を応援したい”
そんな想いから生まれました！

白身魚の根菜野菜煮

緑野菜のお好み焼き

対
象
月齢

の目安

対
象
月齢

の目安

９ヵ月
頃から

12ヵ月
頃から

【材料】
　国産野菜で作ったなめらか
キューブ根菜… ……… ３個
　白身魚………………15g
　水……………… 大さじ１
　トマト… …… 小さじ１（６g）
いんげん…………小さじ１/２

（1.5g）

【材料】
国産野菜で作ったなめらか
キューブ５種の緑黄色野菜
　…………………………… ４個
小麦粉……………………… 20g
豚肉………………………… 10g
長ねぎ……… 小さじ１（３g）
サラダ油…… 小さじ１/２
ソース………… 小さじ１/４
青のり……………………… 適量

【つくり方】
❶本品を加熱する。豚肉を細かく切り、長ねぎは粗みじん切
りにする。

❷ボウルに小麦粉を入れ、本品、豚肉、長ねぎを加えて混ぜる。
❸フライパンに油を熱し❷を流し入れ、両面を焼く。
❹器に盛り、ソースと青のりをかける。

【つくり方】
❶本品を加熱する。トマトは皮と種を除き粗みじん切り、いん
げんはゆでてみじん切り、白身魚は熱湯を回しかける。
❷鍋にAを入れて弱火で 4～ 5分煮る。
❸器に盛り、いんげんを飾る。

この他にもいろんな商品、
新登場の企画も予定されています。

『ふぁみ～ゆ』で
このマーク→

を探してみてくださいね。

５種の緑黄色野菜＆根菜５種の緑黄色野菜＆根菜

毎日の離乳食作りのヒントに。毎日の離乳食作りのヒントに。
商品裏面のＱＲコードを商品裏面のＱＲコードを
読みこんでみてくださいね。読みこんでみてくださいね。

ストック野菜が１種類しかない！

A



き り と りき 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！！

2020.９　ままみぃる
投稿用紙

班名：　　　　　　　　　　　氏名：

□□□□□□□□ 組合員コード 

※次回のままみぃる配布は 10 月５日（月）～ 10 月９日（金）です。それまで大切に保管しておいてください。

わたしのお気にいりわたしのお気にいり

※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。

みんなの声募集
◦今月のテーマ◦今月のテーマ『子どもには食べさせられないけど…こっそり注文する、ママだけのとっ『子どもには食べさせられないけど…こっそり注文する、ママだけのとっ

ておきのお菓子を教えてください。』　ておきのお菓子を教えてください。』　その他、何でもお寄せください。その他、何でもお寄せください。

【投稿方法は…】
★左の投稿用紙に記入して担当者にお渡

しください。
★生協しまねホームペー

ジの投稿フォームから
入力してください。➡

★生協しまね広報
　kouhou@coop-shimane.jp にお名

前と組合員番号をお忘れなく入力のう
えメール送信してください。

※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。

カレンダー
9 月 10 月

31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

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 月 火 水 木 金

注文書提出
９月２回の注文書で

注文
９月４回の注文書で

注文
10 月１回の注文書で

注文
10 月３回の注文書で

注文
11 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

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

小魚せんべい
（2枚×6袋）

ミルクミルク
ウエハースウエハース

（１枚×8袋）
卵  乳  小麦

2011
チキン
カレー

（80g）
乳  小麦 

20122006
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≪ 4 ケタ・6 ケタ商品注文欄≫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～

まい！
しまねの牛乳

（1000ｍℓ）乳

2001

豆腐と野菜の野菜の
和風煮込み

（80g）

2002
毎日食パン
1斤（6枚）

乳  小麦  

2003
大山ヨーグルト

（70g×6）乳

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！

2 0 0 02 0 0 0 11

りんご
（70g）

2004

2010
赤ちゃんの
純水

（500ｍℓ）

2013
赤ちゃんの赤ちゃんの
おしりふきおしりふき

（80枚×２袋）袋）

2014
やさしい
綿棒

（100 本）

雑

貨

□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。

（締め切り（締め切り：：毎月末日）毎月末日）
当選者の発表は、発送をもって当選者の発表は、発送をもって
かえさせていただきます。かえさせていただきます。

（10 月中旬予定）（10 月中旬予定）

投稿していただいた方の中から投稿していただいた方の中から
毎月抽選で５名様にちょっとした毎月抽選で５名様にちょっとした
生協商品をプレゼント♪生協商品をプレゼント♪

〈今月のプレゼント予定品〉〈今月のプレゼント予定品〉
顆粒片栗粉とろみちゃん20顆粒片栗粉とろみちゃん2000gg

ティータイムには“森のチョコの木”が欠かせ
ません。市販の似たものは甘すぎて、私には
イマイチ…。そんなときに友だちにすすめられ
て食べてみたら、ほどよい甘さで、ビスケット
の部分もさくさくでおいしい！！一瞬でハマり
ました。１才４か月の息子も顔中チョコまみれ
にしながらパクパクと１袋食べています(̂ )̂
 浜田市　S・H さん

ティータイムにおすすめ

森のチョコの木《Ｃａ》森のチョコの木《Ｃａ》
８袋８袋…参考価格…参考価格  248248円円（税込8％ 267円）（税込8％ 267円） 【次回企画予定シエル９月３回、マイポケット９月３回、９月４回】【次回企画予定シエル９月３回以降未定】

離乳食をバクバク
『ままみぃる』や『こーぷ・しまね』で、「とろみちゃん」が
離乳食作りに便利！と書いてあるのを目にして、気にはなっ
ていたけど、買うのを迷っていました。実家の母に話したと
ころ、母は「とろみちゃん」ユーザーで、使いかけをくれま
した。早速、使ってみると…本当に手軽にとろみをつけるこ
とができて、次男が離乳食をバクバク食べてくれました！！
私もすっかり、「とろみちゃんユーザー」です('▽')♪

顆粒片栗粉とろみちゃん顆粒片栗粉とろみちゃん
200ｇ200ｇ…参考価格…参考価格  284284円円（税込８％306円）（税込８％306円）

期間中いつでも注文期間中いつでも注文
できる保存版カタログできる保存版カタログ

『マイポケット』夏号『マイポケット』夏号
の掲載商品ですの掲載商品です


