
ポイント
★�お米の粒やコーンの皮が無くなるまでブレ
ンダーまたはミキサーにかけましょう。

★�食後にビタミンＣの多い果物を食べること
でさらに鉄分の吸収が良くなります。

今回は、“離乳食で鉄分がとれるレシピを
紹介してほしい”というリクエストから、鉄分
の多い代表的な野菜 『ほうれん草』 を使用
したポタージュスープをご紹介します。

小松菜・枝豆・ブロッコリーも鉄分の多い
野菜です。とろみ付けは白飯で手っ取り早く、
甘味はコーンで優しく、お子さんもしっかり食
べてくれるレシピを考えました。
大人も一緒においしくいただけますので、

みなさんもぜひ作ってみてくださいね！
～効率的に鉄分をとるなら、身体への吸

収が良い「ヘム鉄」の動物性たんぱく質、特
にレバーや赤身肉を食べるのが良いのです
が、離乳食に取り入れるのは少し難しいかも
しれません。野菜の鉄分は「非ヘム鉄」と
いって身体への吸収率が低いですが、たん
ぱく質やビタミンＣと一緒に摂取するこ
とで吸収率は上がります～

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 ―

材料（２～３人分）材料（２～３人分）

❶  鍋に水200ｃｃ、白飯、汁を切ったコーン、ほうれん草を入れ、５
～10分程度弱火でゆっくり煮る。【写真❶】

❷  ❶にコンソメを入れて溶かし、ブレンダー又はミキサーでなめら
かになるまでしっかりかけ、鍋にもどす。【写真❷】

❸  ❷に牛乳を加えしっかり混ぜ合わせ、再度加熱したらできあがり。

作り方 作り方 

・ほうれん草�………………… 50～60ｇ
　※今回は冷凍を使用
・コーン�…………………………… １缶
・白飯�……………… お茶碗１/２杯程度
・水�…………………………………200ｃｃ
・牛乳�………………………………300ｃｃ
・コンソメ�………………………… １個

� 『つわりがひどくて、保育所のお迎えと夕食作りができません。助けてください。』
応援者はできあがったごちそうをお弁当箱に詰め、保育所にお迎えに行き、利用者のお宅へ届け
ました。“台所の煮炊きのにおいもつらいのではないか”と、利用者のご家族の喜ぶ顔を思い浮か
べながら、自宅でメニューを考えて作り、楽しい時間だったそうです。

県外出身のお母さん。
　『二人目の出産が近いのですが、夫が仕事でいない夜もあり不安です。』
おたがいさまにお願いしたら、一人のときにお産が始まったら病院まで付き添ってもらえること
がわかり、ほっとしました。実際には主人が付き添うことができ応援を依頼することはなかった
のですが、いざとなったら駆けつけてくれる人がいる“安心感”は大きかったです。
　～赤ちゃんの“誕生”を楽しみに待った応援者さんたちでした～

病気で入院が必要になりました。
入院中の赤ちゃんの入浴と家事を誰かにお願いしないと予定が決められませんでし
た。応援してくださる人がたくさんいてくださったので、入院でき、元気に退院で
きました。みなさんの家事の手早さに驚きました。

離乳食
中期～幼児食レシピ幼児食レシピひろみママの

鉄分の吸収率UP!鉄分の吸収率UP!お米を使った野菜のお米を使った野菜のポタージュスープポタージュスープ

商 品 情 報

【写真【写真❷❷】】【写真【写真❶❶】】

宮崎育ちの宮崎育ちの
カットカットほうれん草ほうれん草250g250g

…参考価格…参考価格  265265円円（税込８％286円）（税込８％286円）
【次回企画シエル5月2回、6月2回予定】【次回企画シエル5月2回、6月2回予定】

“おたがいさま”“おたがいさま”のある子育て

＊松江市にある「地域つながりセンター」では、行政・協同組合・諸団体と連携・協同し、地域づくりの活動や
事業を進めています。ここに生協しまねも携わっています。

「どうしよう、困ったな…」慣れないことばかりの子育て中にはよくあることではないでしょ
うか。そんなときには頼ってみませんか？
しまねには、有償たすけあいシステム“おたがいさま“というしくみがあります。電話を
かけていただくと、コーディネーターがお話を聞き、お手伝いのできる応援者につない
でくれます。

これまでに“おたがいさま”を利用された事例をご紹介します
コーディネーターがご相談に応じます。
　急に困ったときのためにスムーズにお願いできるように、
　あらかじめ打ち合わせしておくこともできます。

平日 10：00～16：00（祝日：休）

おたがいさま まつえ・やすぎ
松江市東出雲町意宇南3丁目1番1�… � 0852-52-6795
おたがいさま いずも
出雲市矢野町487-1�………………… � 0853-23-0288
おたがいさま 雲南
雲南市三刀屋町三刀屋1249��………… 0854-45-0119
おたがいさま 大田
大田市大田町大田ロ1177-1� ……… � 0854-84-7055
おたがいさま 浜田
浜田市下府町327-135�� ……………… 0855-25-0820
おたがいさま 益田
益田市高津6丁目15-49� …………… � 0856-32-3210

困ったときは“おたがいさま”に頼ってみませんか？

利用者

受付時間

応援者

"おたがいさま”
コーディネーター

お気軽に

お電話ください

離乳食レシピのリクエストも
お寄せくださいね

利用料：800円～1000円/時間
（各おたがいさまによって異なりますのでご相談時にお問い合わせください）

交通費：実費のお支払いが必要です



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

６月１回 29 30 31

豆腐を克服！
豆乳ベース

ほうれん草
ベース

投稿方法

2022.5　ままみぃる
投稿用紙

赤ちゃんサポート

使ってみて、とっても感動しました！！コーンの裏
ごしは面倒なのでその手間が省けますし、甘く
ておいしいのか、子どもも食べる食べる！！見て
いて気持ちが良いくらいでした!!

松江南支所　もものすけさん

いつも使わせてもらっています。最初、豆腐が苦手
だったわが子に白和えを作った際、キューブの豆腐
のものを入れたら、パクパク食べて豆腐を克服でき
ました～！	 松江北支所　Y・O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 30 日（月）～６月３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

（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）

2020

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）

北海道のうらごしコーン北海道のうらごしコーン240ｇ240ｇ

（標準24個）（標準24個）…参考価格…参考価格  328328円（税込８％354円）円（税込８％354円）
【次回企画ふぁみ～ゆ6月1回予定】

ナカシン冷食ナカシン冷食

バランスキューブ（白・緑）バランスキューブ（白・緑）280ｇ280ｇ

【140ｇ（12粒）×2種】【140ｇ（12粒）×2種】…参考価格…参考価格  415415円（税込８％448円）円（税込８％448円）

乳 �【次回企画ふぁみ～ゆ5月3回、6月3回予定】�【次回企画ふぁみ～ゆ5月3回、6月3回予定】

感動 !!

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

6月１回 1 2 3 4

6月２回 5 6 7 8 9 10 11

6月３回 12 13 14 15 16 17 18

6月４回 19 20 21 22 23 24 25

6月５回 26 27 28 29 30

ご注文

ご注文

お届け

お届け

お届けお届け

お届け

ご注文

ご注文

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♪

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。
（６月中旬予定）（６月中旬予定）

〈今月のプレゼント予定品〉〈今月のプレゼント予定品〉
あいこちゃんツナ　まぐろ水煮フレーク　食塩不使用70あいこちゃんツナ　まぐろ水煮フレーク　食塩不使用70ｇｇとと
ライトツナフレーク　オイル無添加　70ｇの食べ比べセットライトツナフレーク　オイル無添加　70ｇの食べ比べセット

国産りんご国産りんご
（70g）（70g）

NEW!

2019
やさいとりんごやさいとりんご
（100ml×３）（100ml×３）

新たに5/9～注文可能です新たに5/9～注文可能です

４月号をご覧ください
引き続き募集中です！


