
❶	 	食パンはレンジで10～20秒温めてやわらかくしてから、麺棒で1.5
倍位の大きさになるまでのばす。（写真❶）

❷	 	コーン缶はザルに上げて水切りし、キッチンペーパーでできるだけ
水気をふきとり、マヨネーズと合わせておく。

❸	 	ウインナーは薄く切り、玉ねぎはスライサー等でできるだけ薄く切
る。（もし薄く切れない場合はレンジにかけて加熱しておくと良い）

❹	 	「カゴメ基本のトマトソース」とケチャップを混ぜ合わせ、食パン
２枚に均等に塗る。その上にウインナー、スライス玉ねぎ、チーズ
をのせる。

❺	 	コーンピザは残りの食パン２枚に❷を均等に塗り、チーズをのせる。
❻	それぞれトースター又はグリルで４～５分焼いてできあがり。

今回は食パンを使ったピザをご紹介します。

わが家の子どもはピザが好きで、よく「食べたい」

と言われます。基本的にはホームベーカリーで生

地を作ってから具をのせて焼くのですが、生地作

りから行うと完成までに1時間以上かかってしま

います。子どもはすぐに食べたいとわがままを言う

生きもの…（笑）。そういうときは食パンと、家に

ある具材で１５分程で完成させます。

今回のレシピはわが家のコーンピザとトマト

ソースのピザレシピですが、上にのせる具材は自

由にアレンジしてＯＫです。おいしいトマトソース

のレシピはぜひご参照ください。みな

さんもお子さんと一緒に作ってみてく

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 ―

作り方作り方

材料材料（コーンピザ２枚、トマトソースピザ２枚分）（コーンピザ２枚、トマトソースピザ２枚分）

ポイント
★�食パンは少し温めると、麺棒でのばしやすくなり
ます。

★�上にのせる具材は欲ばらず、少なめにのせるのが
ポイントです。

★�「カゴメ基本のトマトソース」がない場合、トマ
トをみじん切りにし、少量のすりおろしたニンニ
クを加えたものを作ってケチャップと合わせるだ
けでも、おいしいピザソースができます。

★�大人はモッツアレラチーズやバジルの葉をのせる
と、マルゲリータ風の食パンピザが楽しめます。

幼児食幼児食レシピ幼児食レシピ
時短で簡単！時短で簡単！食パン食パンピザピザ
ひろみママの

・食パン……… ４枚

カゴメ
基本のトマトソース ２缶組
295ｇ×２
…参考価格 298円（税込８％321円）
【次回企画予定シエル10月２回、11月３回】

商品情報

（写真❶） 今月の
投稿プレゼント
商品です

子育て
ママ・パパの

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

買ってよかったベビーグッズ買ってよかったベビーグッズ

●�「b．boxストローマグ」…ストローの部分に弁がついていて、

飲んだものがボトルに逆流しにくくなっているので衛生的で気

に入っています。

●�「リッチェルひんやりしないおふろマット」…沐浴は正直手が

疲れるので、座れるようになるまで1人でお風呂に入れるとき

は使っていました。すぐ乾くので便利でした。�松江市　Ｆさん

離乳食が始まってから購入し

た、「ハンドブレンダー」が大活

躍です。購入前は何十分もかけて

ゴリゴリとすりつぶしていました

が、「ハンドブレンダー」を使っ

たらわずか数秒で作れたので感動

しました。多機能なので大人用料

理のみじん切りなどにも使ってい

て、料理の時短になるので買って

よかったです。� 松江市　Ｍさん

生後5か月の赤ちゃんがいます。よく

鼻くそがこんにちはしていて市販の鼻く

そ取りでちゃちゃっと採取しますが、そ

れが気持ちいいくらいスポッと取れるん

です。それまで赤ちゃん用の細い綿棒で

悪戦苦闘していたのですが、こんなに

気持ちいいくらい取れちゃう

なんて、もっと早く買えばよ

かったです。

大田市　Ｓさん

・コーン缶�…… １缶程度
・マヨネーズ�… 大さじ２位　
・ウインナー�… ３本程度
・玉ねぎ�……… 少量

・カゴメ基本のトマトソース
� �……………… 大さじ２
・ケチャップ�… 大さじ２
・ピザ用チーズ� 適量

【お好みの具材】

ベビーカーで散歩もらく

ちんに！大きくなると私の

顔が見えなくて泣くから、

「対面式のベビーカー」に

すればよかったなあと少し

後悔！� 松江市　Ｃさん



まるい形のまぐろたたき身丼の具まるい形のまぐろたたき身丼の具
４０ｇ×３枚＋たれ３袋付４０ｇ×３枚＋たれ３袋付

…参考価格…参考価格  475475円（税込８％ 513円）円（税込８％ 513円）
小麦

長男は離乳食のときからお肉が嫌いで、6歳になった今で
も食べられないんです。お肉料理の日は息子だけ別メニュー
に苦労。そんなときにササッと用意できちゃう魚料理に感謝
☆先日、義理の母の突然の訪問にこの丼ぶりをご馳走したら
「これどこに売れてるのー！」って感激されました。今度お土
産にプレゼントしようかな！ 雲南市　Ａさん

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！

そうめんのトッピングとして、1/3瓶をアレンジして使っ
てみました。ゆがいたそうめんの上にきんぴら風ごぼ
う飯の素と錦糸卵をのせて、お好みでそうめんのつゆ
をかけて食べました。ごぼうがシャキッとして歯ごたえ
がよく、食感がいいアクセントになりました。ピリ辛で
大人向き。 浜田支所エリア委員会

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！！

2021.10　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 11 月８日（月）～ 11 月 12 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『年末年始はどう過ごす？』『トイレトレーニングのエピソード』『年末年始はどう過ごす？』『トイレトレーニングのエピソード』

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

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〉
カゴメ基本のトマトソース2缶組カゴメ基本のトマトソース2缶組

【次回企画シエル12月2回予定】

きんぴら風ごぼう飯の素きんぴら風ごぼう飯の素
23０ｇ（３合用）23０ｇ（３合用）

…参考価格…参考価格  298298円円（税込8％ 321円）（税込8％ 321円）
小麦【次回企画シエル11月2回予定、以降未定】

（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。
（11月中旬予定）（11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
10月 11月
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注文書提出 10月 2回の注文書で

注文
10月 4回の注文書で

注文
11月 2回の注文書で

注文
11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 配布

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
小魚せんべい
（2枚×6袋）

2011
チキンカレー
（80g）
乳 �小麦�

20122007
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～

2009
ミルクウエハースミルクウエハース
（１枚×8袋）
卵 � 乳 � 小麦

9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

2 0 0 02 0 0 0 11

うらごしかぼちゃと
さつまいも（70g）

2015

2010
赤ちゃんの
純水
（500ｍℓ）

2016
裏ごし鶏レバーと裏ごし鶏レバーと
野菜野菜 2.1ｇ（３個）


