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天王寺地
域恒例の夏
休み子ども
企画として
今回は、い
つも食べている納豆の工場見学
に行って来ました。親子参加も
６組あり、子ども達と一緒に楽
しく見学してきました。
納豆の原材料と言えば大豆。
こちらの大豆は、産地・生産者
を限定された北海道産の大豆を
使っています。大豆の選別は、
工場だけでなく産地でも２回行
われて、より良い品質の大豆を
使用しています。
工場に到着後、まずはビデオ
で納豆ができるまでを学習。続
いて製造工程を見学（水に浸し
た大豆を
釜に入れ
る・納豆
菌をかけ
た煮豆を
パックに
詰めてい
くなど）。
大豆を水につけてから３日間ほ
どで製品になります。見学後は
試食の時間。今回は
『ＣＯ・ＯＰ
北海道の小粒納豆』をいただき
ました。たれは、納豆を混ぜて
からかけるのがポイント（へぇ
～知らなかっ た）
。 納豆が少し
苦手なお子さんもペロリと食べ
てくれました。
栄養についても、カラダに良
いことがたくさんありますよ～
と教えていただきました。
今回のとりくみを通して、大
豆の品質や温度管理に気を使わ
れていること、そして安全で安
心できる商品が私たちのところ
へ届けられているのだと本当に
実感できました。
（天王寺地域活動委員会）

この秋に開発された商品やリニューアル
された商品を紹介する、秋のおすすめ試食
会。この日は北門真・南門真の地域活動委
員会が合同で開催、ご飯からデザートまで
そろった試食をひとつずつ試しながら、委
員さんと参加者で話が盛り上がりました。
元祖ラヂオ焼きをモデルに開発され
た「 ま ～ る い す じ こ ん 焼 」 に は、
『す
じこんが斬新！お弁当の端っこに入れ
やま ちゃ たけ

ても子どもが喜びそう』
『なつかしい
味 』 な ど 好 評。
『長野県産山茶茸なめ
茸』を試食した子ども連れのお母さん
は『なめ茸そのものを食べたことがな
かったので試せてよかった。ご飯にの
せる以外の食べ方も知りたいです』
と、
興味を持っていただけた様子でした。

秋のおすすめ商品のほかにも、委員さん
おすすめスイーツなども出されました

講師の三谷さん
（左）
とぱるむの
武藤さん
（右）
。学習会の冒頭に
ぱるむの説明がありました

モノを捨てるだけでは
なく、その奥にある自分の
心のケアも大事なことなのだ
と学ばせてもらいました

いました。
「勿体ない
（もったいない）
とはこのような字で書くよう
に本来の状態で使用されてこ
そ。高価な物なので、捨てた
り、譲ったりできずに長期間
保管してある物こそ、勿体な
い物なんです」と三谷さん。
最後にリバウンドしない片
付け５カ条を頭の中に焼き付
けて終了となりました。

モノを手放す考え方が
分かったので、参考に
しながら少しずつやって
いこうと思いました

普段の生活で上手に整理整
頓をできる様になるため、ア
ドバイスをしてもらおうと学
習会を計画しました。ぱるむ
より、収納アドバイザーの三
谷さんを招き行いました。
お片付けをすることは、時
間やお金のゆとりだけでなく
〝心のゆとり〟が生まれると
聞きました。
そのために片付けの基本と
順 番 を 学 習。
〝片付け〟 とは
片を付けること。何カ所かを
同時に進行することで、１カ
所を終わらせなくなるそうで
す。カードを使ったカードワ
ークで物の整理＝分けるシミ
ュレーションの練習もあり、
皆さん、自宅にあるものを思
い出しながら、仕分けされて

試食に出した商品、
私たちもお気に入りに
なりそう！

とりあえず、帰ったら
古いホットプレートと
アイロンをゴミに
出します！
参加者の感想

「CO・OP旨味がきいただし」で出汁を取って、
カットわかめと溶き卵で簡単に！参加者から
は“中身は国産で安心だし、パックも無漂白
なので、さすが生協さんって思うわ”

参加13名（うち子ども１名）

門真合同地域活動委員会（門真市） 門真組合員集会室
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※今回は家庭内でのお片付けですが、ぱるむでは様々な場面でのお片付け学習会を開催しています。
「ぱるむ」に関するご相談は、ぱるむ案内センターへ ⒣0120－299－201

CO・OP 旨味がきいただし 8.8g×10
企画回：12月１回
グループごとに片付けのシミュレーションの練習

１ 油揚げを半分に切って中を開く。
２ 納
 豆パックをあけて、
たれを入れ
てかき混ぜる。
３ １に２を詰めて、
切り口を楊枝で
とめる。
４ フライパンで少し焼く。
５ 焼
 けたらお皿に盛りつける。
お好みで生姜醤油やポン酢をか
けてください。

!!

９月20日
参加18名（うち子ども１名）

枚方中央地域活動委員会（枚方市） 枚方組合員会館
10月10日

秋のおすすめ試食会
おかたづけ学習会

☆納豆アレンジ料理

を 体 感 し ま し た。 口 々 に、
「手きれいになっ た！」
「ツ
ルツルになった 」と興奮気
味の声が上がりました。
「実際に商品を手に取って
色・香りなどを試すことがで
きて良かっ た」
「説明も大変
わかりやすかった」との感想
が寄せられました。

「フェイスクリア」
で
角質を取った手は化粧水が
なじみやすいね！
！

夏休み子ども企画 （株）豆紀 工場見学

CO・OP
北海道の小粒納豆
（たれ・からし付）
45g×３
企画回：12月１回

▲次々
 とパック詰め
される納豆

18

釜に入った大豆

城東南地域活
動委員会では、
発売から 年目
を迎えこの秋に
大々的にリニュ
ーアルされた
「 Ｃ Ｏ・Ｏ Ｐ フ リ ー リ ア」 に
ついて、ナリス化粧品の秋山
さんを講師にお招きし、リニ
ューアル品を一足お先に学習
・お試ししました。
原料の国産のバラは、夏場
はハウス内が ℃になるよう
な条件下でも、生産者が我が
子のように大事に育てたもの
が使用されています。その生
バラから、ナリス化粧品の特
許 製 法 で 抽 出 し た〝 ロ ー ズ
水〟は、リラックス効果が期
待される香りです。
今回のリニューアルで追加
された深紅のバラ「ブラック
ゴールド」は〝肌自らが美し
くなる力〟をサポートし〝肌
ヂカラをアップ〟します。
学習の後は、角質チェック
シートを使って、フリーリア
１番人気の「フェイスクリア」
45

参加23名
（うち子ども11名）

天王寺地域活動委員会（大阪市）
８月18日
参加10名

城東南地域活動委員会（大阪市） 東中浜店組合員集会室
９月６日

食

組合員活動 の
コーナー
環境
平和

リニューアル最前線！素肌きれい体験

案内してくれた
企画開発部
荒牧さん

秋山さん

CO・OP
フェイスクリア
180㎖
企画回：
12月１回

くらし
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