
お正月料理に欠かせない、みんな
が大好きな伊達巻。今回はフライパ
ンで作る手作り伊達巻レシピをご紹介
します。

学業成就、子孫繁栄の願いが込め
られた伊達巻ですが、市販の伊達巻っ
て少し甘すぎると思ったことはありませ
んか？もちろん甘くておいしいのが伊
達巻ですが、手作りすれば甘さを調
整できます。自分好みのもの、
お子さんの体にも安心な伊達
巻を、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
❶Aを合わせて、なめらかになるまでミキ
サーまたはブレンダーにかける。

❷卵焼き用のフライパンを熱して油を引き、
❶を流し入れ、アルミホイルでふたをして、
弱火で８～10分程度そのまま加熱する。

　※焦げやすいので時々様子をみてください。
❸❷が全体的にふっくらして火の通りを確認
したら慎重にひっくり返し、さらに３分程
度焼く。

❹❸を火から下ろし、温かいうちに焼き色
が濃い面が下になるように巻きすにのせ、
しっかり巻き上げて、輪ゴムで留め、冷め
るまで置いておく。

❺冷めてから切り分けてできあがり。

材料材料（２～３人分）（２～３人分）
・はんぺん… ……… 1/2枚（50～60ｇ）
・卵… …………………………………２個
・砂糖… …………………………大さじ１
・みりん… ………………………小さじ１
・めんつゆ… ……………………小さじ１

・サラダ油…………………………………適量

ポイント
★はんぺんは白いふんわりしたタイプの
ものを使用すると、焼き色のきれいな
やわらかい伊達巻ができるのでおすす
めです。
★砂糖の量が多いほど焦げつきやすいの
で、弱火でゆっくり焼き上げましょう。

幼児食

フライパンで！フライパンで！手作り伊達巻手作り伊達巻

子育て
ママ・パパの

子どもを出産するタイミングで生
協を始めました。7ヶ月になった娘
は、“ずりばい”やコロコロ転がって、
ますます目が離せなくなり、日々の
ごはん作りが大変です。そんなとき、
焼くだけ、湯せんするだけで食べら
れるお魚がとっても楽でおいしいで
す。上手に手をぬいて子育てしてい
けます。	 出雲市　Ｔさん

おたよりコーナーおたよりコーナーおたよりコーナーおたよりコーナーおたよりコーナー
上手に手をぬいています

　白い食材で食費を節約！豆腐、もやし、

えのきなどなど…。白い食材は、安い！

ボリュームあり！そして、何といってもヘ

ルシー！白い食材で、食費も身体もダイ

エット中です！	 出雲市　Ｋさん

　週１回のスーパーへの買い物と、週１回の

生協での買い物だけで、１週間のご飯を乗り

切ることです。毎日買い物に行くと、ムダな

ものまで衝動買いしてしまうので…。

松江市　Ｋさん

　月単位で家計簿をつけ

るのではなく、週単位で家

計簿をつけます。ご飯は

大量に炊いて冷凍してい

ます。離乳食も大量に作っ

て冷凍すると便利です。

出雲市　Ｍさん

　買い物は週２だけと決める。何もない…

という日も、冷凍庫のいつか食べようと思っ

ていたもの、使ってしまわないといけないと

思っていたものが、あるはず。そういうのを

食べる日も作ると、冷蔵庫の中もスッキリし

て、また次の買い物が楽しみになります。

出雲市　なおさん

　安いから買うのではなく、本

当に必要な物かよく考えて買いま

す。買いすぎて、消費しきれず食

材を無駄にしてしまうから。

江津市　Ｉさん

食費の節約方法食費の節約方法

子育て中、「これって私だけ？」「こんなとき、他のママ・パ

パはどうしてるんだろう？」と思ったことはありませんか？『お

しゃべりひろば』では、１つ

のテーマについて、子育てマ

マ・パパの体験談や知恵を掲

載します。何か参考になるこ

とが見つかるかも…?!

A

 今月のテーマ

週単位の家計簿と冷凍週単位の家計簿と冷凍 冷蔵庫整理の日を作る冷蔵庫整理の日を作る

よく考えてからよく考えてから

生協＋１回の買い物で１週間を乗り切る生協＋１回の買い物で１週間を乗り切る白い食材白い食材

幼児食レシピ



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！！

2021.１　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２月１日（月）～２月５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『『●●今、はまっていること　今、はまっていること　●●ママ友づくりのアドバイスやエピソードママ友づくりのアドバイスやエピソード
　　　　　　　　　教えてください。』　　　　　　　　　　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。

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。

〈今月のプレゼント予定品〉〈今月のプレゼント予定品〉
ザクザク食感の塩バターミルクザクザク食感の塩バターミルク

●もやしとざく切りのきゃべつの上に肉だんごをならべて蒸
し、ポン酢でいただきました。	 雲南支所…組合員さん

●レンジでチンしてＦＤたまごスープにポンと入れ、白ごはん
も入れてぞうすい風にしました。なんて簡単でおいしい♪

	 松江南支所…組合員さん
●寄せ鍋や湯どうふに入れたら良いだしが出て、スープがと
てもおいしかったです。	 松江南支所…組合員さん

国産赤鶏のやわふわ肉だんご国産赤鶏のやわふわ肉だんご
270ｇ270ｇ…参考価格…参考価格  358358円円（税込８％ 386円）（税込８％ 386円）

乳 … 小麦 【次回企画予定シエル１月３回、２月３回】 卵 … 小麦 【次回企画予定シエル１月３回、２月３回】

リピートしています 食べ方いろいろ
●似た味をなかなか生協以外で見かけないの
で、見かけたら注文するようにしています。…

松江南支所…組合員さん

●カリッと焼いたフランスパンにも、ふんわり
食パンにもぴったり！カンタンおやつになっ
て、お気にいりの商品になりました。

松江南支所…組合員さん

ザクザク食感の塩バターミルクザクザク食感の塩バターミルク
120ｇ120ｇ…参考価格…参考価格  258258円円（税込８％278円）（税込８％278円）

（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。
（２月中旬予定）（２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♪

カレンダー
1月 2月

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

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３回の注文書で

注文
２月１回の注文書で

注文
２月３回の注文書で

注文
３月１回の注文書で

注文
商品お届け 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

今回の今回の
プレゼント企画プレゼント企画
商品です！商品です！


