
いちごのおいしい季節になりました。
今回は簡単にできるデザートをご紹介し
ます。いちごの風味を生かした甘さ控え
めのヘルシーデザートですので、お子さ
んだけでなく、大人の方にもおすすめです。
牛乳で作っても、もちろんＯＫです。
材料も少なく簡単にできるので、

私も今回は子どもと一緒に作りま
した。みなさんもぜひお子さんと
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、栄養士の資格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♪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 ―

❶  小鍋に豆乳、片栗粉またはコーンスターチ、砂糖を入れ、混ぜ合
わせてから弱火にかける。

❷  粘りが出る状態まで10分程度混ぜ続け【写真❶】、粗熱をとる。

❸  その間にいちごをみじん切りにし、砂糖とレモン汁を加え混ぜ合
わせておく。【写真❷】

❹  氷水を入れたボウルを用意し、スプーンを氷水にくぐらせてから
❷をすくい、ボウルの中に落としていく【写真❸】。

❺ ❹の水を切って容器に移し、いちごソースを盛りつけてできあがり。

作り方 作り方 

材料材料
・豆乳 …………………… 200ml
・片栗粉または
　コーンスターチ …… 大さじ２
・砂糖 ………………… 小さじ１
・氷水 ……………………… 適宜

離乳食
中期頃～幼児食レシピ幼児食レシピひろみママの

ポイント
★ レモンを少し加えることでいちごの色がき

れいに出ます。
★ スプーンを氷水にくぐらせるのは、スプー

ンに❷が付くのを防いで効率よく氷水に落
とすための作業です。

★ 氷水を使用することで冷ます時間を短縮し
ています。時間があるときは容器に移し、
冷蔵庫で 30 分程度冷やして作ってもＯＫ
です。

★ お子さんの月齢や嚥下の機能によってかた
さも調整できます。やわらかめの餅にした
いときは片栗粉の量を減らしましょう。与
えるときも少量ずつにするなど、誤嚥に注
意してください。【写真【写真❶❶】】 【写真【写真❷❷】】 【写真【写真❸❸】】

気になるコープの商品を使って

裏面の“みんなの声募集”投稿方法のいずれかにて
ご応募ください。
➊試してみたい商品名

カタログ掲載商品であれば、 マークの商品で
なくても OK
❷お子さんの月齢

〇才〇か月
★ 商品は生協しまねから提供します。
★ 作っているところ、できあがり写真、お子さんが食べ

ているようすなどの取材をさせていただき、ままみぃ
る紙面にて掲載許可いただける赤ちゃんサポート登録
組合員が対象です。

★ 取材場所は、ご自宅の他にも生協しまね本部・最寄り
の支所の調理室もご使用いただけます。

（新型コロナウイルス感染状況によっては生協しまねの
施設が使用できない場合もあります）

※当選者の方には後日あらためてご連絡いたします。

離乳食を作ってみよう
レポーター大募集 !!

「この商品、ちょっと気になるけど、なかなか
買うまでにはいかないのよね。」

「カタログだけじゃ、ちょっとわかりにくくて…
試す機会があるといいのにな。」

応募要項

★いちごソース
・いちご（小） …………… ２個
・砂糖 ………………… 小さじ１
・レモン汁 ………………… 少々

簡単！もっちりやわらか簡単！もっちりやわらか豆乳豆乳餅 ininいちごソースいちごソース

こんなこと、ありませんか？
そこで！

ままみぃるでは、みなさんの気になる
コープの商品を使って、離乳食を作って
くださるレポーターを募集します！
ぜひ、試して使って、商品のよさを
実感していただけたらうれしいです！

今回の投稿
プレゼント商品です

商 品 情 報

赤穂化成赤穂化成

こだわりの豆乳こだわりの豆乳1000㎖1000㎖

…参考価格…参考価格  284284円（税込８％306円）円（税込８％306円）
【次回企画ふぁみ～ゆ4月3回、5月1回】【次回企画ふぁみ～ゆ4月3回、5月1回】

こぷれぽ

ままみぃる

コープ商品を使って
作ってみました



使いやすい！

投稿方法

2022.４　ままみぃる
投稿用紙

赤ちゃんサポート

わが家のお気にいり商品は、納豆です。1歳の息子
は、納豆の粘りのおかげで、一緒に混ぜたものも全
部ペロリと食べてしまいます。じゃこ、ほうれんそう、
チーズ、きゃべつなどアレンジもいろいろです。

出雲市 Y・N さん

年末年始の忙しい食事の準備に、離乳食として活
躍しました。義姉におすすめしてもらっていていつも
使っていて、義実家でも使いやすくてよかったです。

我が家の年末年始アンケートより

き り と りき り と り

生協しまね つながり応援チーム 行みなさんからの投稿を心待ちにしています！

班名：　　　　　　　　　　　氏名：

□□□□□□□□ 組合員コード 

※次回のままみぃる配布は
　５月２日（月）～５月６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。

★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。

□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。

□こぷれぽレポーター希望
　①商品名：
　②＿＿＿＿才＿＿＿＿か月

〈今月のプレゼント予定品〉〈今月のプレゼント予定品〉
こだわりの豆乳　1000mlこだわりの豆乳　1000ml

（締め切り（締め切り：：毎月末日）毎月末日）

2013
2014
やさしい
綿棒

（100 本）

雑

貨

素

材 産直こめたまご産直こめたまご
（6個パック）（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）

2007
裏ごし
おさかな
2.6g（3個）

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）（１枚×8袋）
卵   乳   小麦

9ヵ月頃～

まい！
しまねの牛乳

（1000ｍℓ）乳

2001 2002
毎日食パン
1斤（6枚）

乳  小麦  

2003
大山ヨーグルト大山ヨーグルト（70g×6）（70g×6）乳

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）2.1ｇ（３個）

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）

国産大豆中粒納豆国産大豆中粒納豆40ｇ×３40ｇ×３

…参考価格…参考価格  118118円（税込８％127円）円（税込８％127円）
【次回企画シエル４月３回、５月１回予定】

なめらかキューブなめらかキューブ
５種の緑黄色野菜＆根菜５種の緑黄色野菜＆根菜
120ｇ（６個×２種）120ｇ（６個×２種）…参考価格…参考価格  298298円（税込８％321円）円（税込８％321円）

【次回企画ふぁみ～ゆ４月３回予定】

アレンジいろいろ

鶏ささみほぐし肉鶏ささみほぐし肉
水煮オイル無添加水煮オイル無添加80g80g

2017

2018

みんなの声募集

◦今月のテーマ◦今月のテーマ『うちの子のお気にいり商品とエピソード』『うちの子のお気にいり商品とエピソード』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。

１歳頃～

やさいとなかよしやさいとなかよし
五目ごはんの素五目ごはんの素60ｇ60ｇ

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）

2 0 0 02 0 0 0 11

商品のご注文とお届けについて
注文書裏面の《4 ケタ・6 ケタ商品注文書》に
ご希望の商品 1 点の注文番号と注文数「1」を
記入してお申し込みください。

「ｅふれんず」でのお申し込みもできます。
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。

企画回 ＳＵＮ ＭＯＮ ＴＵＥ ＷＥＤ ＴＨＵ ＦＲＩ ＳＡＴ

５月１回 1 2 3 4 5 6 7

５月２回 8 9 10 11 12 13 14

５月３回 15 16 17 18 19 20 21

５月４回 22 23 24 25 26 27 28

５月５回 29 30 31 1 2 3 4

ご注文

ご注文

お届け

お届け

お届け

企画回 ＳＵＮ ＭＯＮ ＴＵＥ ＷＥＤ ＴＨＵ ＦＲＩ ＳＡＴ

３月５回 27 28 29 30 31 １ 2

４月１回 3 4 5 6 7 8 9

４月２回 10 11 12 13 14 15 16

４月３回 17 18 19 20 21 22 23

４月４回 24 25 26 27 28 29 30

ご注文

ご注文

ご注文

お届け

お届け

サポート期間中（最長１年間）
お好きな商品を隔週で1点プレゼント！

スケジュール

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♪


