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2021年のお正月はどのように過ごされますか。
いつものくらしにちょっとプラスして、私なりに大事にしたいことに挑戦するのもいいですね。
今回、生協商品を使って手軽に作れ、そして笑顔になれるおせちのレシピを考えました。
おせちに込められた由来を大切にしながら、作ってみませんか。
また、年末の大掃除が少しでもラクに、そして楽しくなるような便利グッズも紹介しています。

“心和む年末年始になりますように…。”

ワクワクするおせちのレシピがいっぱい！

「うまかぶり」でしあわせを感じるお正月に！

我が家の大掃除大作戦！

伝えていきたい「日本のお正月」
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おせち

洋風筑前煮

ナッツがらめの田作り

作り方

作り方

ベーコン入りなので
幅広い世代に大好評。

❶鶏もも肉、里いも、れんこん、にんじん、ごぼう、ベーコンは、食べ
やすい大きさに切る。

❷鍋にオリーブオイルを熱し、鶏もも肉とベーコンを炒め、香りを出す。
里いも、れんこん、ごぼう、干ししいたけを加えてさっと炒め合わせる。

❸全体に油が回ったら、しいたけのもどし汁＋水(400cc)を入れ、ひと
煮立ちさせて、アクをとる。コンソメを加えて中火で10分煮る。

❹にんじんを一番上にのせて、さらに10分煮る。
❺炊き上がったら、バターを入れてからめる。
❻器に盛り付け、ゆでた絹さやをちらす。

❶ミックスナッツをキッチンペーパーに広げ、電子レン
ジ500Wで２分半～３分を目安にパリパリになるまで
加熱して粗く刻む。

❷食べるいりこも同様にキッチンペーパーに広げ、電子
レンジ500Wで２分半～３分を目安に加熱する。

❸ミックスナッツといりこを混ぜ合わせてサラダ油をか
らめる。

❹フライパンにAを入れて火にかけ、煮立ったら火を弱
め、小さな気泡が出てトロリとしてきたら食べるいり
ことミックスナッツを入れてからめる。

材料

材料

・南国元気鶏もも肉������ 200ｇ
・里いも������������ ４個
・岩国れんこん�� 中１節(100ｇ程度)
・にんじん���� 大１本(150ｇ程度)
・赤石さんの土付ごぼう����� １本
・ベーコン����������� ３枚
・干ししいたけ（水でもどしておく）
　��������������� ４枚
・オリーブオイル������ 大さじ２
・干ししいたけのもどし汁 ＋ 水
　�������������� 400cc
・チキンコンソメ�������� ２個
・バター������������ 10ｇ
・絹さや������������ 適量

・食べるいりこ��������� 50ｇ
・ミックスナッツ�������� 50ｇ
・サラダ油��������� 小さじ２
　　　砂糖��������� 大さじ４
　　　しょうゆ������� 小さじ２     
　　　水���������� 大さじ２
A

ついつい手がのびる、長年愛され
続けてきた田作りレシピです。

冷めたときに固まら
ないように

ミックスナッツといり
こにサラダ

油をしっかりからませ
ておく。

くるみでもおいしくで
きます。

ワンポイント！

絹さやの代わりに冷凍
いんげんを

入れたり、彩りにぎん
なんをあし

らってもキレイです。

ワンポイント！

Best5組

合
員が

組

合
員が

選ん
だ

選ん
だ

人気レシピ
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伊達巻

豚肉入り酢ごぼう

れんこんの梅和え

作り方

「たたきごぼう」をボリュームアップ。
さっぱりしているので箸休めにぴったり。
ふだん使いにもおすすめです。

おせち料理には欠かせないれんこんを
梅とマヨネーズで洋風にアレンジしました。

❶すり鉢にすり身を入れて、Aを少しずつ加えながらよ
くすり、卵を１個ずつ加え、なめらかにする。

❷フッ素加工のフライパン、またはオーブンシートを敷いたフライパンに❶を
流し、ふたをして弱火で10～15分焼く。表面が乾いたら焼き上がり。

❸熱いうちに両端を切って四角にして、こげ目がついた面を内側にして
（巻きやすいように手前に３本横に切れ目を入れ）巻きすで巻き、輪ゴ
ムで止めコロコロ転がす。

❹冷ましてから切る。

材料

材料

材料

・タチウオすり身������� 200ｇ
　　　砂糖��������� 大さじ２
　　　みりん�������� 大さじ２
　　　塩�������� 小さじ２/３
　　　だし汁�������� 大さじ４
・産直こめたまご�������� ６個

・赤石さんの土付ごぼう���� 150ｇ
・豚こま切れ肉�������� 150ｇ
　　　水���������� ４カップ
　　　べんりで酢������ 大さじ３
　　　べんりで酢���� １/２カップ
　　　しょうゆ����� 大さじ１/２
・白すりごま�������� 大さじ３

・岩国れんこん�������� 100ｇ
・梅干し����������� 大２個
・かつおぶし������� 小１／２袋
・うすくちしょうゆ������� 少々
・酢�������������� 少々
・大葉������������� 適宜
・マヨネーズ�������� 小さじ２

B

A

A

作り方

作り方

❶ごぼうは長さ約５ｃｍの割り箸程度の太さに切り、水に
さらす。

❷Aを煮立て、❶のごぼうを好みの柔らかさになるまで
ゆで、Bに漬ける。

❸豚こま切れ肉もゆでて❷に漬ける。
❹冷ましてから白すりごまを加える。

❶れんこんは皮をむき、薄く切る。
❷❶を熱湯でさっとゆで、水で冷ましてよく拭く。
❸梅干しは種を取り、細かくたたき、マヨネーズと混ぜ

合わせる。
❹❸にかつおぶしを加え、うすくちしょうゆ・酢で味を

整える。
❺❷のれんこんを❹の梅おかかで和え、器に盛って千切りの大葉をあしらう。

「伊達巻を作るならこのレシピ！」
甘さ控えめで手軽に作れます。5

全材料をミキサーにか
けてもOK。

「おにす」で巻くと
写真のように

仕上がります。

ワンポイント！

3



おせちおせちののレシピレシピですです
有頭エビの香味焼き

松風焼き

作り方

作り方

❶ほぐしたカニかまとみそを和える。
❷有頭ブラックタイガーのひげと足を切る。
❸キッチンばさみで❷の有頭ブラックタイガーの殻だけ

を切って、包丁で背開きにして❶をのせる。
❹粉山椒・青ねぎをふり、くっつかないホイルを敷いたオーブントース

ターで約８分焼く。

材料

材料

・有頭ブラックタイガー����� ８尾
・カニかま����������� ４本
・みそ����������� 小さじ１
・粉山椒������������ 適量
・青ねぎ������������ 適量
・くっつかないホイル （雑貨通信）

・南国元気鶏ムネミンチ���� 400ｇ
　　　産直こめたまご������ １個
　　　パン粉������ ２/３カップ
　　　片栗粉�������� 大さじ２
　　　酒���������� 大さじ１
　　　みそ����� 大さじ１と１/２
　　　砂糖��������� 大さじ１
　　　しょうゆ������� 小さじ１
　　　おろししょうが���� 小さじ１
・白ごま、黒ごま�������� 適量
・くっつかないホイル （雑貨通信）

A

有頭ブラックタイガー
はキッチン

ばさみで腹側の白い筋
を縦・横数

か所切っておくと縮み
にくい。

ワンポイント！

フライパンで簡単♪包丁いらず♪
ポリ袋で混ぜるので、手もよごれません♪

簡単に作れる

❶ポリ袋にAを入れ、よく混ぜてから鶏ミンチを入れ、さらにしっかりもんでなめらかにする。
❷フライパンにくっつかないホイルを敷き、❶のポリ袋の端をはさみで切ってしぼり出し、厚さ２ｃｍ程度に長方形に

平たく整える。
❸上の一面だけに白ごまと黒ごまをたっぷりのせ、手で軽くおさえる。
❹ふたをして、底面がこげないように火加減を調節しながら、中火で10～15分程度じっくりと火を通す。
❺しっかり固くなったら裏返し、火をとめて余熱で表面のごまを軽く焼いて香りをだす。
❻冷ましてからお好みの大きさに切り分ける。

ご紹介した迎春レシピで使用する太字の商品は「年末回（12月24日～30日商品お届け）」のカタログ
「  」「  」にて企画・掲載しています。（配布；12月10日～16日）
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おせちおせちののレシピレシピですです
牛肉の紅白巻き

サーモンといくらの親子なます

りんご入り芋きんとん

作り方

作り方

作り方

❶大根とにんじんは塩少々で下ゆでしてから冷ましておく。
❷牛肉はバットに広げてなんでもごたれ20ccを全体に薄くかけて下味をつける（５分程度）。巻いたときにしっかり

くっつくように、薄く片栗粉をまぶす。
❸❷の上に大根とにんじん各２本を市松模様になるように交互におき、きっちり巻く。
❹フライパンにうすく油をひき、巻き終わりを下にして並べ、中火で転がしながら全体に焼き色がつく程度に焼き、

とり出しておく。
❺余分な油をふきとったフライパンに、なんでもごたれ50ccと、水大さじ２を入れ、軽く煮立たせたところに❹を並べ、

スプーンで煮汁をかけながら弱火で煮からめる。お好みでしょうゆを足してもＯＫ。
❻冷ましてから、食べやすい大きさに切り分ける。

❶スモークサーモンを食べやすい大きさに切る。
❷大根は長さ4～5ｃｍの薄い短冊に切って、塩少々をふっ

てしんなりさせ、水気をしぼる。
❸ボウルに❷を入れてべんりで酢で和え、サーモンと 

いくらを混ぜる。

❶皮つきのまま薄いいちょう切りにしたりんごにAを混
ぜ、電子レンジ600Ｗで２分程度加熱してしっとりさ
せる。

❷鍋に解凍したうらごしさつまいも、水、砂糖、塩を入れ、弱火にかける。
鍋底が見えて、すじが入るくらいまで練りあわせる。

❸照りをつけるためにみりんを加え、さらに混ぜる。
❹鍋からとり出して、❶を混ぜ合わせる。

材料

材料

材料

・高原黒牛ももすき焼き用��� 300ｇ
・大根���� ８ｍｍ角×６ｃｍ長さ　８本
・にんじん�� ８ｍｍ角×６ｃｍ長さ　８本
・片栗粉������������ 適量
・なんでもごたれ�������� 70cc
・水������������ 大さじ２
・サラダ油����������� 適量

・大根������������ 200ｇ
・スモークサーモン������� 60ｇ
・いくら���������� 大さじ２
・べんりで酢�������� 大さじ２

・うらごしさつまいも����� 400ｇ
・水�������������� 50cc
・砂糖��������� 100～150ｇ
・塩����������� ひとつまみ
・みりん���������� 小さじ２
・りんご���������� １/２玉
　　　レモン汁������� 小さじ１
　　　砂糖����������� 20ｇA

酢加減や甘さはお好み
で。

ワンポイント！

甘納豆や栗などトッピ
ングすると

お正月らしくなります
♪

ワンポイント！
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『あみ戸スカット』を水で
濡らし、軽く絞る。あまり
力を入れずに網戸を拭いて
いきます。

全部拭き終わった後の『あ
み戸スカット』には、こん
なに汚れが…。

水洗いするだけで『あみ戸ス
カット』がキレイになりまし
た♪力を入れて拭く必要もな
く、網戸の品質も保たれます。

次回企画予定：雑貨通信12月２回

次回企画予定：キャロット12月２回

次回企画予定：キャロット12月２回

「これがあったら年末の掃除がラクになる！」という、組合員の
おすすめの商品を紹介します。ぜひ参考にしてくださいね♪

大掃除で大変な場所ベスト３

❶お風呂
❷キッチン
❸窓・網戸

組合員に聞きました

やりたく
ないけど

…

　きれい
になると

　　やっ
ぱり気持

ちイイ！

◎油汚れに強い　◎除菌・消臭効果
◎汚れの程度に合わせて“直接スプレー”と
　“水で薄めて”の使い分けができる
◎キッチン・お風呂・トイレ・窓など、家中の
　掃除がこれ１本でキレイに！

※使用前に注意書きをよく
　お読みくださいお風呂編

キッチン編

１日かかっていた掃除が半日に
今までは市販の洗剤を網戸にかけて水で洗い
流し、網戸を拭いていました。我が家は網戸
がたくさんあり、丸１日かけて掃除をしてい
ましたが、あみ戸スカットを使うようになっ
てからは半日で終わります。
� 出雲市　Ｔ・Ｉさん

あみ戸スカット

頑固なコゲ汚れには…

『 オレンジングパワー 』の

 　  ここがイイ

After

After

Before

Before

❶ ❷

窓ガラス編

網戸には…

我が家の大掃除大作戦！

オレンジングパワー
泡スプレー plus

コゲ落としシート

根強い人気根強い人気！！

１

2

3

12月
上旬

頑固な水あかがついてしまったお風
呂のイスも、オレンジングパワーを
スプレーして１分後スポンジでこす
ると、みごとに取れましたー！お風
呂でも大活躍です！！

出雲市　Ａ・Sさん

空のスプレーボトルでオレンジングパワーを水で希
釈し、直接窓にシュッ！シュッ！と吹きかけ、雑巾で
拭き取ります。窓ガラス１枚につき２度繰り返すとピ
カピカになりました
� 松江市　Ｊ・Ｉさん

力を入れなくても泡の力ですっと
油汚れが落ちました。

雲南市　Ａ・Ｎさん

クレンザーで磨いても写真❶が限界
でした。手ごわい汚れでしたが、『コ
ゲ落としシート』を使うと、短時間
でも写真❷まできれいになりました。

松江市　Ｅ・Ｍさん

ガスコンロの汚れ
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12月
28日

子や孫に伝えていきたい、大切にしたい

歳歳
としとし

神神
がみがみ

様様
さまさま

を迎えましょうを迎えましょう

31日の夜、何食べる？31日の夜、何食べる？

新しい年の始まりです新しい年の始まりです
　健やかな１年を願って…　健やかな１年を願って…

組合員に
聞きました

組合員に
聞きました

しめ縄飾りはなぜ飾る？
新年になると各家に「歳神様」がやってきて幸せを授けてくれるといわれています。しめ縄は神聖な空間を現世と
隔てる結界の意味合いがあり、中に不浄なものが侵入するのを防ぎます。これにより、新年に歳神様が安心して降
りてきてくださいます。
いつ飾る？

28日が特に縁起が良いといわれ、29日、31日は縁起が良くないとされています。
いつ外す？
・とんどさんの日に合わせて　・５日ぐらい　・三が日が終わった４日　・七草粥の日の７日
・松の内（門松などの正月飾りを飾っておく期間）が７日までなので、７日に外す
・周りの家が外しはじめたら　などなど…外す日は地域や家庭によって違うようです。

ピザやフライドチキン…子どもがいるので、パーティー風に、子どもが喜ぶものを選んでいます。
手巻き寿司…孫と同居をしているので、楽しみながらの夕食にぴったりです。自分で好きな具材を巻いて食べるスタイルにしています。
霧島黒豚のみぞれ鍋…昨年注文してみたところ、とてもおいしかったです。大根おろしがたくさん入っているので自分で大根をおろ

す手間が省け、便利でした。また、泥つき白ねぎも入れましたが、やっぱり鍋には欠かせません。
煮しめ…おせちに入れる煮しめを多めに作って、お重に入りきらないものを31日に食べています。
おせち…生協の生おせちを２つ注文し、１つは31日に食べ、元日にもう１つを食べています。年末まで仕事が忙しいので、31日の夜、

正月はゆっくりできます。
黒豚しゃぶしゃぶ+かにポーション…黒豚しゃぶしゃぶのだしでかにのポーションをしゃぶしゃぶして食べます。その後、黒豚

をしゃぶしゃぶして食べます。
鴨　鍋…みんなで鴨鍋を囲みます。人数が多いときは、南国元気鶏のもも肉も入れたりします。具材に泥つき白ねぎ、ごぼう、うす揚

げは必須です。〆はそばを入れて年越しそばにします。
ゆで瓦そば…ゆで瓦そばを年越しそばにしたという話を聞き、我が家も今年はそうしよう！と思いました。麺の表面をカリカリになる

まで焼き、牛肉の甘辛煮などをトッピングすると絶品です。

紅白かまぼこ
「日の出」を象徴する、元旦に
なくてはならない料理。紅はめ
でたさと喜びを、白は神聖を表
しています。

黒　豆
真っ黒になるまでまめ（まじめ）
に働き、まめ（健康）に暮らせ
るようにとの願いが込められて
います。また、黒は魔除けの色
でもあります。

昆布巻き
「養老昆布（よろこぶ）」に通じ、
不老長寿を願って。また、昆布
に「子生」という字を当てて、
子孫繁栄を願う料理でもありま
す。

お雑煮
本来は大晦日の夜に歳神様に供えた食
べ物を下げてごった煮にし、神と人が
一緒に食事をするという意味がありま
した。人々が神に捧げた飲食物をとも
に分け合って食べることで霊力を得る
ことができると考えられたそうです。

田作り
別名ごまめ。片口いわしを田の
肥料にすると、五万米（ごまめ）
もの豊作だったとの言い伝えか
ら、五穀豊穣の願いが込められ
ています。

海　老
茹でたり焼いたりすると背が丸
くなることから、腰が曲がるま
で長生きできるようにとの願い
が込められています。

栗きんとん
きんとんは「金団」と書き、黄
金色の財宝に例えられ、豊かな
１年をとの願いが込められてい
ます。

伊達巻
昔は大事な文書や絵は巻物にし
ていたことから、文化の発展の
願いが込められています。

※諸説あります

数の子
数の子はニシンの卵。ニシン
（鰊、二親）のお腹にたくさん
の卵があることから、子孫繁栄、
子宝に恵まれるようにとの願い
が込められています。

おせち料理のいわれ

日本のお正月

大晦日

元日
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●自分にさばけるか心配でしたが、さばき方の手引きや料理の方法などが書かれた説明書きがあり、助かりました。
●うまかぶりを利用するのは今年で３年目です。刺身にしてテーブルにドデン、ドデンと置くと、「ワ―！！」っ
と拍手があがりました。
●脂がのっていておいしく、しつこくない脂身なので食べやすくてたくさん食べられました。厚切りの刺身は、ほっ
ぺたがおちそうでした。
●刺身、ぶりしゃぶ、つけ焼き、寿司、カマの塩焼きなど、いろいろおいしく食べました。
●ふんぱつして購入して大正解でした。さばいた主人も「来年もこれだ！」と言っていました。

「うまかぶり」の食べ方 いろいろ「うまかぶり」の食べ方 いろいろ

半身

カマの塩焼き

刺身

ぶりカツ にぎり寿司

ぶりしゃぶ

一本物

カマ付きお刺身便利セット

組合員の
声より

「うまかぶりを利用したいけど、魚
をさばくのは難しい」…そんな声か
ら今年、新たに登場しました。皮が
ひいてあるので、スライスするだけ
で手軽！しかもカマ付きです！

★12月10日～16日に
　配布される迎春商品
　特別号で注文できます。

新商品

“うまかぶり”は、熊本県天草市牛深町、本渡島の最南端に位置する国立公園にも指定されている美しい海で養殖
されています。養殖に携わる小

しょうずや
豆屋水産、飼料に携わる林兼産業では、13種類あるエサの中からその時の海水温

度や魚の成長に合わせたものを選んで与えています。このエサはイワシやアジなどの生餌ではなく浮き餌なので、
海底に沈むことなくすべて魚に食べられるので海を汚すことがありません。生産者の「おいしい魚を食べてもら
いたい！」という想いから、良質な養殖の“うまかぶり”が生産されています。

「「うまかぶりうまかぶり」」ででしあわせしあわせを感じるを感じるお正月お正月に！に！

魚が運動不足にならないように、10ｍ×10ｍ×10ｍの生
いけす
簀に一般的には3,000

～4,000尾を入れて養殖するところ、うまかぶりは1,500～1,800尾を入れて低
密度養殖を行っています。
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