
❶イチゴは洗い、ヘタを取って、キッチンペーパーで水気をふき取る。
飾り用に大きさの揃ったものを３～４個取っておき、残りは１ｃｍ角
に切っておく。
❷天板にクッキングシート又は『くっつかないホイル』を敷き、薄力粉
とコーンスターチはふるって混ぜ合わせておく。
❸	湯せん用の湯を用意し、大きいボウルに卵と砂糖を入れ、湯せんにかけながら泡だて器（中速
～高速）で５分以上しっかり泡立てる。オーブンは180℃に温める。
❹❸が３～４倍に膨らみ、「の」の字が書ける位しっかり泡立ったら湯せんから外し、さらに３分
以上キメが整うまでしっかりと泡立てる。

❺	❹のボウルに❷の粉をふるいにかけながら加え、生地がなめらかになるまでさっくりと混ぜ合
わせたら、天板に均等に流し入れる。天板を少し高い位置から２～３回落として空気を抜く。
❻	❺を180℃で15分程度焼く。焼き上がったらまた、少し高い位置から天板を落として焼き縮み
を防止し、ぴったりとラップをかけ冷ましておく。
❼	生クリームは硬めに泡立てておく（泡だて器でしっかりと硬くなるまで混ぜる）。
❽❻が冷めたらラップと一緒に焼き色をはがし、クリームを塗っていく（手前に多めに塗り、巻
き終わりは薄めに）。イチゴも手前のクリームの上にまんべんなくのせる。【写真①】
❾	「の」の字に巻き【写真②】、ラップの上に移して全体をくるんで固定し【写真③】、冷蔵庫で３
時間以上ねかせてできあがり。

甘ずっぱいイチゴの季節になりました。
そのまま食べたり、練乳をつけたり、ジャ
ムにしたり、いろんな食べ方がありますね！
今回は、ふんわりおいしいイチゴのロー
ルケーキをご紹介します。少し難しいの
では？と思われるかもしれま
せんが、スポンジは天板で
焼くので、焼くのも冷ますの
も時短になり、割と手軽に
できちゃいます。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

2021 年４月号　vol.109

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

材料材料
〇スポンジ
・卵…………………… Ｌ４個
・砂糖…………………… 70ｇ
・薄力粉………………… 50ｇ
・コーンスターチ……… 10ｇ

〇クリーム
・生クリーム………… 200ｍｌ
・砂糖…………………… 15ｇ

○イチゴ……………… １パック

ポイント
★薄力粉とコーンスターチは必ずふ
るって混ぜ合わせましょう。コー
ンスターチを入れることで、スポ
ンジがふんわりと軽い仕上がりに
なります。
★中に入れるクリームは硬めにしっ
かり混ぜましょう。クリームがや
わらかすぎると切り分けるのが難
しくなります。

幼児食

失敗なし！失敗なし！イチゴのロールケーキイチゴのロールケーキ
幼児食レシピ幼児食レシピ

子育て
ママ・パパの

押し入れを片付けて、子どもの

ちょっとしたお部屋にできないか

な…と家族で少

しずつやってい

ます。

雲南市 Ｙさん

三江線や広浜鉄道今福線のアーチ橋や昔の駅、トンネルを

見学し、これを作った人は、どんな思いで作ってどんな思

いで作ることをあきらめたのかなどを考えたり、たたら製

鉄の遺跡や大森銀山や久喜銀山めぐり、間歩巡りにはまっ

ています。島根は手つかずの観光地がたくさんあり、コロ

ナ禍でも飽きずに過ごせるので、島根に住んでいてよかっ

たなあと思います。今後も島根の知られざる観光地を掘り

当てていこうと思います。 出雲市 Ｍさん

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…?!

 今月のテーマ

保育園に子どもを２人預けているのですが、何にでも名前を

つけないといけなくて面倒で…。今はネット通販で購入してい

ますが、本当にどれも可愛いんです♡迷って迷って時間がたっ

ちゃいます。在庫が減ってきた頃にセールのタイミングで買う

のですが、その度にワクワクしてしまいます。 江津市 Ｒさん

名前シール探し名前シール探し

運動のように気合いを入れなく

てもゆっくりとできるし、年齢

と共に身体が硬くなってきたの

で始めました。息子が手をひっ

ぱったり、背中を押したりして

応援してくれます（笑）。

浜田市 Ｓさん

ストレッチストレッチ

きっかけは妹に、「子どもができ

たら離乳食作りの参考にしたい

から撮りためておいて！」と言

われたからです(^-^;）。これが

意外と楽しいんです（笑）。

邑智郡 Ｓさん

離乳食を撮影して記録しておく離乳食を撮影して記録しておく

毎月の月齢フォトや100日祝い、

季節のイベントに

合わせて作って、

たくさん写真を

撮っています。

松江市 Ｍさん

プチリフォームプチリフォーム

島根の遺構巡り島根の遺構巡り

今、はまっていること今、はまっていること
～Part１～Part１（ホビー＆レジャー編）（ホビー＆レジャー編）～～

①

②

③

裁縫や工作裁縫や工作
（ガーランドや花飾りなど）（ガーランドや花飾りなど）



リピートしたい
　とても飲みやすくて、香りもよかっ
たです。赤ちゃんもゴクゴク飲んでい
ます。リピートしたい商品です。

松江市　Ｈさん

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！！

2021.４　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５月 10 日（月）～５月 14 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『うちの子の“びっくり、冷や汗”エピソード』『うちの子の“びっくり、冷や汗”エピソード』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〉
国産原料十六穀ごはんの素25ｇ×8袋国産原料十六穀ごはんの素25ｇ×8袋

ほんまもんむぎ茶ほんまもんむぎ茶
10ｇ×52P10ｇ×52P…参考価格…参考価格  284284円円

（税込８％ 306円）（税込８％ 306円）
【次回企画予定ふぁみ～ゆ５月１回】 【次回企画予定だいすき４月４回】

離乳食に
　離乳食にとても便利で、お粥に
混ぜたり、スープに使っています。
甘みが強くて11ヶ月の子どももたく
さん食べてくれます。

安来市　Ｙさん

（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。
（５月中旬予定）（５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
４月 ５月

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

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
４月４回の注文書で

注文
５月２回の注文書で

注文
５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

北海道のうらごしコーン北海道のうらごしコーン
240ｇ（標準24個）240ｇ（標準24個）…参考価格…参考価格  328328円円（税込８％354円）（税込８％354円）


