機

関

誌

単！
特集
物
巻頭
も簡
け
漬
てで
初め らく
らく
50年の
あゆみの中で

2021
応募は 1 月 15 日（金）まで

1000ポイント

プレゼン
ト
抽選で5 名に

06

08

特集 2 /

子どもとしよう お金の話
新年のごあいさつ/

いつでもできることはある！
希望を胸に夢を語りたい

みんなでつくる表紙にリニューアル！

採用で

くらしに寄り添う機関誌『わいわい』
でありたい。
そんな願いを込めて、2021年春からはみなさまから
寄せられた写真やイラストが表紙に。
表紙応募の専用フォームからどしどしお寄せください !
パルシステムのある風景

検索

3000
ポイント

野菜を洗って切ったら、
おうちにある調味料で
「浅漬けのもと」
を作りましょう。
黄金比を覚えておくと、
いろんな野菜をパパッと漬けられてとっても便利です。
ポイントは酢を使うこと。味がぼやけにくく、
うま味も増して失敗なしの浅漬けに。
大 根、きゅうり、かぶ、小 松 菜
はもちろん、残 りがちなかぶ
の葉やねぎの青い部 分など、
なんでもよく合います。
イ チオシは 人 参 と す る めの
しょうゆ 漬 け。おつまみにも
ピッタリです。

ついつい手がのびる味

しょうゆ漬けのもと
しょうゆ

酢

砂糖

1 ： 1 ： 1

初めてでも 簡 単！

「 浅 漬け の もと 」

野菜のおかずに迷ったら、
漬け物を作ってみませんか？
めんどうなイメージもあるけれど、
浅漬けやピクルスなら、
お好みの野菜を洗って、
切って、
おうちの調味料で漬けるだけ。
すぐに食べられて日持ちもする、
いちばんシンプルな
作りおきおかずです。

漬け汁の量は、
袋の中の野菜全体が
からまる程度を
目安に

らくらく
漬け物

らくらく な のに、こん なにおいしい

大根、白菜など
水分の多い野菜は、
軽く塩もみして
水けを切ってから
漬けてください

薄切りにした
大根で作ると
味がしみておいしい

人参 + するめ

便利つゆ漬けのもと
便利つゆ

酢

2 ： 1

アボカドはレンジで
20秒ほど加熱すると
黒くなりにくい

『便利つゆ』
のコクと酢の酸
味が見 事にマッチしてあと
を 引く味わい。長 芋や水 菜
もおすすめです。
アボカドにすりおろしにん
にくを 加 えれば、くせにな
るおいしさ。

つゆのうま味がきいている

野菜を棒状に切ると
ぽりぽりとした
歯ごたえに

アボカド+ にんにく

白だし漬けのもと
白だし

酢

ごぼうやレンコンは
電子レンジで
下ごしらえ
（4ページ参照）

野菜の色が残るから
見た目もきれい

3 ステップで簡単！
1

洗う

2

切る

時間がたつと
味がしみて、
どんどんおいしく
なります

浅漬け・ピクルスの作り方

3

漬ける

こんなアレンジも
薬味で風味ゆたかに
チャック付き袋に調味料を
加え、
空気を抜いて 分ほどおく

1 ： 1

『 白だし 』
の上 品な 味が、大
根やかぶなどのあっさりし
た 野 菜 と よく 合います。柚
子を加えれば料亭の味わい
に。
ごぼうやレンコンにゆかり
を 入 れて漬 けると、うっす
らピンク色に染まり食卓が
はなやかに。

野菜をひきたてる上品な味

２０

ごぼう+レンコン+ ゆかり

和風の浅漬けには、柚子やにんにく、ゆかり、
唐辛子などの薬味を加えると、風味が増して
野菜がよりおいしくなります。

ツナやチーズでボリュームアップ
洋風ピクルスはツナやハムとあえて、
ドレッシ
ングいらずのサラダに。
チーズとの相性もよい
ので、
パンにのせてトーストすれば朝食にぴっ
たりです。

冷蔵庫で保存し、2～3日以内に食べきってください。

3

らくらく漬け物

らくらく漬け物

2

A

大量に作るのでなければ、
チャック付き袋
が便利。空気を抜くことで重しをのせた状
態になり、短時間で漬かります。漬け汁が
少なくても、全体にからむので傷みにくい
というメリットも。
ガラスの容器を使うとき
は、熱湯消毒のうえ、
さびやすいアルミの
ふたは避けてください。

かたい野菜は薄めに切る、繊維
をたち切るようにするなどで味
しみがよくなります。繊維にそっ
て切るとシャキシャキとした食
感に。

らくらくなのに、こんなにおいしい

Q

子どもは酸っぱいものを
食べないのよね…

A

米が原料の純米酢なら、酸味がまろやかで子ど
もでも食べやすい味に。
フルーティな香りのリン
ゴ酢も試してみては。

はじめてさんの

漬け物

Q& A

初めて漬け物を作るときに
疑問に思うあれこれを集めました。

冷凍すると野菜の細胞が
こわれて味がしみやすく
なります。
シャキシャキと
した食感はそこなわれま
すが、
すぐに漬かります。

冷蔵庫のなかった時代は、保存性
を高めるために塩分10％以上の
漬け物も。浅漬けやピクルスは塩
分控えめですが、
おいしいからと、
食べ過ぎないでね。

子どもも好きな、ほんのりカレー味

カレーピクルスのもと
基本の
ピクルスのもと

カレー粉

小さじ1

『糖しぼり大根』
市販されている漬け物の多くは、輸入野
菜を化学調味料添加の漬け汁で漬け
たものがほとんど。
そんななか、子どもに
も安心の「家庭の味がする漬け物」
を
作りたいと、組合員も参加して商品づ
くりがスタートしました。
こだわったのは安全・安心だけでなく、
食感や素材を活かした味付け。組合員
のみなさんに納得してもらえる
品質になるまでくり返し試作を
かさね、2008年にようやく発
売。以来ロングヒット商品にな
りました。

こっちもおいしい
国産野菜と家庭にある調
味料だけで作ったパルシ
ステムの漬け物。国内で
の生産量が少ないなたま
めも含め、
すべて国産とい
うこだわりです。カレーに
はこれ！
国産野菜の福神漬

２個２５０ｇ/322円
1月3回
（コトコト・きなり）

チーズと生ハムをはさんで簡単おつ
まみに。甘み、酸味、塩けのバランス
が絶妙です

シンプルな材料で漬けた白菜
漬け。時間の経過とともに発酵
がすすみ、味が変化します。お
好みの食べごろを見つけて楽
しんでください。

産直野菜で作った白菜漬
250g /268円
3月2回（コトコト・きなり）

産直野菜で作った白菜漬
（刻み）
180g/214円
1月3回（コトコト・きなり）

価格はすべて税込み、
標準価格です

5

らくらく漬け物

取材は2020年12月11日現在

栄養監修/村上安曇（管理栄養士）

大さじ4

水

大さじ4

砂糖

塩

大さじ3

小さじ1

忙しい朝にも
簡単に
野菜をプラス♪

基本の
ピクルスのもと

コンソメ

小さじ1

シャキシャキした食感が
あとをひく♬

キャベツ+レンコン+ツナ

100g×2 /268円
1月3回（コトコト・きなり）

砂糖、塩、米酢のみで味付け。
ひとくち食べればほ
どよい甘みと酸味のバランスに、作り手のこだわり
を感じます
産直野菜で作った糖しぼり大根

コンソメピクルスのもと

コンソメを 加えるとうま 味
が増して酸味もまろやかに。
あっさりしているから、
ツナ
やハムとあえたり、ポテトサ
ラダの具にしたりとアレン
ジが広がります。
ビーフ以外のコンソメで作っ
てもＯＫ。

「添加物のない漬け物を作りたい」
という思いからうまれた

酢

星やハート型に
くり抜いて楽しく

酸味がやわらぎ食べやすい

これなら安心！パルシステムのお漬け物

電子レンジで加熱（600Wで40秒）
。
粗熱がとれた
ら野菜といっしょにチャック付き袋に入れる

パンや洋食にはやっぱりピクルス。
定番のきゅうり、人参、
セロリのほか、玉ねぎ、
かぼちゃ、
ブロッコリーなど、
どんな野菜を漬けてもおいしいです。
コンソメやカレー粉を加えると、
スパイスをたくさん入れなくても
風味豊かに。
「基本のピクルスのもと」
お気に入りのピクルスを
には野菜200gが
見つけてみて。
適量です

に
塩分控えめ

白菜の芯や小松菜の茎は
たてに細く切ると
味がしみやすい

の もと」

ゆで卵ならお弁当にも
使えて便利

Q 冷凍野菜でもできる？
A

Q
A

漬け物って塩分が気になる

「 ピクルス

基本のピクルスのもと

ほ どよい酸 味とほんのりとし
たカレー味のピクルス。
パンにチーズといっしょにのせ
てトーストすれば、見た目もお
なかも大満足。忙しい朝にぴっ
たりのメニューです。

Q 味がしみないんだけど…
A

浅漬け
に
いらな 重しは
いよ～

Q

専用の道具をそろえないと
作れないの？

酢を使った浅漬け・ピクルスで元気に！
酢は、食欲増進や疲労回復効果など身体にいい
ことがたくさんある優れた調味料。薄味でもメリ
ハリがついて料理がおいしくなるから、毎日の食
事づくりにぜひ取り入れたいものです。
酢を使った浅漬けやピクルスは、サラダ感覚で
作れて日持ちもする、忙しいときの味方。野菜の
献立に迷ったら、
らくらく漬け物で心も身体も元
気に！

電子レンジで
簡単下ごしらえ

ひとくち
MEMO

かための野菜は、薄く切って耐熱皿に
のせ、
ラップをかけて600Wの電子レン
ジで加熱。
加熱時間の目安

１分40秒

ごぼう （3mmのうす切り）100ｇ

約

カボチャ（5mmのうす切り）100ｇ

約

レンコン（5mmのうす切り）100ｇ

約

１分40秒
１分50秒

らくらく漬け物
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お店屋さんごっこ

家にあるもの
（食べ物、おもちゃ、
文房具など）
に値づけをして、
おも
ちゃのお金を用意したら、開店準
備完了！ 売り手、
買い手、
どちらの
立場も体験。
売れるように値づけや並べ方、声
かけなどを工夫したり、限りある
予算の中でやりくりを考えたりす
ることで、
お金の価値を知ります。

Level 3

ふだんから子どもが
お金を意識できる生活を

遊びで
体感しよう

電子マネーやスマホ決済
など、
お金の払い方が多様に
なり、現金を使う機会が減っ
てきています。
物心ついたころから、“見えないお金”があ
ふれる社会で過ごす子どもたちは、
どんなお金の
感覚を身につければよいのでしょうか？
また、低金利が続く時代のなかでは、上手に使

Level 2

うとともに、ふやす知識も必要です。
お金のことは話しにくいという方もいますが、

お金のかかり方を考察

リスク＆リターンの学び

子どもとしよう

幼児もできる定番の遊び

お金 の話

Level 1

仕事ごっこ

お店屋さんごっこの進化形。小学校中学年以上向き。
ショップオーナー気分で、
売るときにかかるお金や利益
から売り値を決めて、
家族に売ってみる。

投資ごっこ

“見えないお金”が増えました。
お金の授業が始まっている学校も。
お年玉は、
子どもが
お金を目にするいいチャンス！

これからのお金教育について考えます。

お金は生きるために大切なもの。将来、
わが子に
お金で困ってほしくはないですよね。
まずは大人が関心をもち、子どもがお金に触れ
る機会を作ってあげることが必要かもしれません。

期間を決めて、
お小遣いを架空の会社に投資してみる。
（例）机の引き出しにしまう→変化なし

将来、
どんな
お金の使い方を
するのかな？

「〇〇銀行Ａプラン」
→１カ月で1％増える
「〇〇銀行Ｂプラン」→1週間ごとに会社
（親）
とサイコロ
ゲームをして、
偶数がでたら倍、
奇数がでたら半分になる

＊“雪が降ったら銀行プランは無効”などゲーム性を加えても

３つ
もらった！

お年玉
もらった？
じいじと
ばあばに

へぇ〜
さまざまなことにお金がかかっていることを
知り、
お金を稼ぐたいへんさを考えます。
材料費がかからない肩たたきや掃除などの
仕事でも、技術や労働力、労働時間に対して
お金がかかっていることを知ります。

超低金利の時代、
お金は預けているだけでは増えません。
これからは一生懸命に稼いだお金を管理し、運用する知
識も必要です。運用につきもののハイリスク＆ハイリター
ン、
ローリスク＆ローリターンを知ると同時に、
ローリスク
＆ハイリターンはないことを知ることにもつながります。

「レストランで食事がおいしかった」
「荷物
を届けてもらった」
「コンビニでジュースを
買うことができた」など、支 払うお 金は
「ありがとう」の意味です。お手伝いにお
小遣いが伴うのも、
「ありがとう」の感謝の
気持ちです。
お小遣いの使い道も、
だれか人のために
使う「ありがとう枠」があるといいと思いま
一般社団法人
日本こどもの生き抜く力
す（６ページ貯金箱コラム参照）。
育成協会代表理事、
キッズ･マネー ･スクール代表
私たち個人にできる力は微力ですが、大
三浦康司さん
きな輪となって、
日本中に「ありがとうの輪」
を広げていきたいと思っていま
す。お金といっしょに「ありがと
全国でお金の
う」が循環する世の中になると
教室開催中
すてきですね。
「キッズ･マネー ･
スクール」
より

7

子どもとしよう お金の話

キッズマネースクール

検索

取材は2020年12月11日現在

日常でもひと工夫
いっしょに買い物に行く
ひとりで買い物に行かせる
買い物や外食のあと、
合計金額をあてっこする
家にあるものの値段を考えさせる
（電気代なども）
親の給料日に、
仕事や生活などの話をする
現金で切符を買い、
電車に乗る
ひと月の習いごと代などを現金で見せる
人生ゲームなどで楽しく経済にふれる
いっしょに寄付をする

など

お小遣いを渡そう
お金の大切さが理解できるようになれば、
お小遣いの始めどき。
お金を管理
し、上手に使えるようにする練習です。低学年ならおやつを買う程度の少額か
ら始め、年齢・性格などに合わせ、子どもと話し合いをしながらルールを更新
しましょう。
できれば、決めたことを紙に書いて貼っておくなど、親子で確認で
きるようにするのがおすすめ。
そして、
渡すお金は、
見えるお金“現金”で！
Ｑ.定期的なお小遣いをもらっていますか？
もらっている

全

体

小学生
中学生

42.7％
34.5％
59.0％

もらっていない

３つの貯金箱 で管理上手に
「収入を分類する、貯める」
を子どものころから実践。
目で見て分かりやすいように透明な容器がベター

“もらって
いない”が
半数以上！

57.3％
65.5％
41.0％

タダに見えるものでも、実
はお金がかかっていること
を教えたいですね

日常利用

おやつ、
飲み物
文房具、
マンガ など

長期利用

ゲームソフト
おもちゃ
遊園地代 など

臨時利用

誕生日･父の日･
母の日のプレゼント、
寄付 など

出典：バンダイこどもアンケートレポート Vol.251「小中学生のおこづかいに関する意識調査」
（2019年、
回答数900）

参考：三浦康司著『10歳までに身につけたい 子どもが一生困らないお金のルール』青春出版社刊

子どもとしよう お金の話
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2020年度上半期

パルシステム東京の事業と活動

第18回定例理事会開催

（１）2020年第1回総代会議招集及

び下半期の取り組みの共有を主たる

び
「2020年度上半期のまとめ」
決定

目的として、第1回総代会議の開催と
論議資料となる「2020年度上半期の

の件
2020年 の 総 代 選 出 を 受 け て、

まとめ」を議決しました。

2020年度上半期の事業活動報告及

11/9 12/10

見つけませんか、
これからの人生の歩き方！

パルシステム東京 ボランティア養成初級講座

フードの有機野菜セットをムダなく
おいしくいただくことに挑戦中。野
菜の力強い味に助けられています。

います。

また、うれしいお知らせもあ

月、パルシステムグ

10

ります。

昨年

ループの再 生 可 能エネルギーの取り組みが、

2

年 気 候 変 動アクション環 境 大 臣 表 彰

理事会報告

青森県生まれ。パルシステムのレシ
ピサイト
「だいどこログ」で、コア・

令和

9

を受けました。パルシステムの「 産 直 」が、電

お料理セットトレー▶

理事長プロフィール

出資金

197億4,483万円
前年比 104.5%
１人当たり出資金額

3万7,651円

予算比

120.2%

＊回収率は 2020 年 4 月〜10 月の回収量／供給量

◀紙パック

63.7％

◀資源プラスチック類

27.6％

リユースびん▶

卵パック▶

76.3％

感染症拡大のもと、
パルシステム東京は、
み

71.2％

121.8%

気の分野でも認められたのです。

◀商品カタログ

前年比

なさんにささえられて、新 年を迎えることが

リユース・リサイクル回収率

予算達成

産地とともに原発のない未来をめざして始

組合員数：52万2,590人 予算比122.3％

できました。すべてのみなさまに、心からお礼

454億922万円

75億1,043万円

めた電力事業ですが、
いまやその電気は私た

総事業高

を申しあげます。

総事業高（すべての事業収入）

10

71.8％

2020年4月1日～2020年9月30日

ちの家を照らすだけでなく、産地の新たな事

もありましたが、熱く話し合いました。

上半期報告

2 0 2 0 年 度   

業となっています。事 業が社 会を変 える、第

「コロナ禍でも直接意見を伝えられ、対策
も万全だったのは、
ありがたかった」の声も
（11月10日、
すみだ産業会館会場にて）

ションを使用。声が聞き取りにくいこと

不安が蔓延する時代ですが、楽しみなこと

予防対策のため、飛沫防止パーテー

一歩だと感じます。

事業と活動の上半期報告のあと、
各
テーブルで質問や意見を交換。感染

22

日に核 兵 器 禁 止

月に開催しました。

夏に取り組んだ平和カン
パ に は、総 額1,088万
634円が寄せられた
（写
真は、
ペシャワール会への
贈呈式 新宿本部にて）

1

月

象にスタートします。経済的支援だけに
とどまらず、奨学生に寄り添った生活相
談や社会体験プログラムなど、伴走型
支援として、
自立を応援します。

案づくりを行う第1回総代会議を、11

50

があります。それは

総代が、役職員とともに次年度の方針

条約が発効されることです。批准を決めた

組合員の声で事業と活動を決める
うえで、組合員の代表として510名の

いまパルシステム東京では、くらしを支える

都内9カ所で第1回総代会議が開かれました

地 域の活 動 団 体に提 供するしくみも試 行を

2021年度の事業と活動の方針を決める、通常総代会に向けて

重ね、多くの人々に喜ばれています。

11/10 〜

カ国のほとんどは、核を持たない小さな国々

の背中を押す、有意義

この企画は、2020年度たすけあい活動助成金を活用して開催
しました（写真は、11月9日 新宿本部にて）
な講座となりました。

●活動には新しい広がりが
活動にもコロナ禍によるさまざまな影響がでました。直接、産
地に行ったり、生産者の東京訪問ができなくなったものの、
オン
ラインで組合員と生産者をつなぐ企画
を開始。産地に行きにくい組合員にも
好評で、新しい産地交流の形ができま
した。
2018年度から計画してきた組合員
の募金による奨学金制度も、大学生対

事業を継続しながら、新たな活動にも着手し

るかも」と感じていた人

です。
パルシステム東京でも核のない未来に向

「自分にも何かでき

ています。たとえばオンラインの産 地 交 流や

した。

けて、長 年、署 名 活 動 や 被 爆 地 スタディツ

質問する姿もみられま

講演会。活動への参加を広める新しいしくみ

団体紹介では、熱心に

アー、学 習 会などの活 動を重ねてきました。

声も。講座のあとの見学・体験できる

として、期待を集めています。事業のシステム

はあるけど参加しにくいと思う人が多

●福祉事業でもコロナ対策を万全に
介護と保育事業では、利用者とスタッフから罹患者を発生さ
せないために、緊張感をもって運営にあたっています。利用を控
える方や、保育園の臨時休業もありましたが、予算を達成でき
ました。都内でも高齢者施設でクラスターが発生していますが、
引き続き感染予防対策を万全に事業に取り組みます。

そんな多 くの人々の願いが集まって、世 界が

の講習会。すぐに申し込みました」の

上で発生する予備青果をフードバンクなどの

ていたところに、パルシステム東京で

験などから
“義務”のイメージも。興味

動きました。まずはその第一歩を喜びたいと

どこにどう相談すればいいのかと思っ

たり、授業で半強制的に取り組んだ経

思います。

参加者からは、「関心があっても、

し、奉仕や慈善活動とひとくくりにされ

もちろん平和を脅かすものはまだまだあり

しました。

由で自発的な活動が基本です。
しか

理事長

松野 玲子

どんなときでもできることはあります。こ

ます」と、後藤さんは活動の様子を話

ボランティアは、無理なく楽しむ、
自

パルシステム東京

ます。残念ながら日本はこの条約に批准をし

を講師に、
新宿と府中で開かれました。

●コロナ禍で激増した注文にも対応
緊急事態宣言後、宅配需要における注文数の急増に物流
センターの保管・仕分け能力が追いつかず、お届けできなくな
る商品が出るなど、組合員のみな
さんにはたいへんご不便をおかけし
てしまいました。そのなかでも、組合
員から励ましの言葉を多くいただき
ました。配送担当者をはじめ、心強
く感じています。本当にありがとうご 一部のABパックジュースで、紙
製ストローを11月からスタート
ざいました。
2020年度方針のひとつ、“商品にこめられた想いを伝え、
利用を広げる”
という目標では、下期より発行予定のコア・フー
ド、
エコ・チャレンジ商品を特集した別チラシ
『ecore（エコレ）』
を制作するなど、商品の利用増加に取り組んでいます。

んなときだからこそできることを、ともに考

の交流を楽しんでいる人がたくさんい

いつでもできることはある！
希望を胸に夢を語りたい

杉原 学

ていません。「思いは届く」、
そんな希望を胸

無理なく社会とつながりをもち、仲間と

ター協会事務局長の後藤麻理子さん

専務理事

える一年にしたいと思います。

いようです。「活動をしている人には、

パルシステム東京

に、私たちのできることを探していきたいと思

ボランティア初心者対象の養成講
座が、
日本ボランティアコーディネー

パルシステム東京の理事長から、新年のメッセージをお届けします

ABパック
ヨーグルト
パック▶

27.8％

60.8％

◀米袋

40.5％

経常剰余金

24億5,149万円

事業剰余金から経費や利息などを精算した、
今期の利益

パルシステム事業総事業高

447億9,093万円
予算比 120.6%

組合員数

52万4,412人

福祉事業総事業収入

5億8,765万円
予算比 100.5%

（マークは
予算比。
数値は
1万円未満
切り捨て）

2017年にノーベル平和賞を受賞した｢ICAN｣
国際運営委員、川崎哲氏を招き、平和学習会
「核をなくすためにできること」を開催

コロナ禍で産地での交流が難しくなりスタート
した、オンラインでの産地交流。新しい参加者
も増え、大好評

産直米産地から届いた苗を育てる、パルシス
テム東京の保育園「ぱる★キッズ足立」の園児
たち

新年のごあいさつ
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わいわい

REPORT

パルシステム東京のイベントを
わいわい編集部が現場レポート。

10/20

10/27

10/29

東京大空襲・戦災資料センター見学
焼き尽くされた下町のことを知ろう

みんなde語ろう！
こんなはずじゃなかった2020

プラスチックの海洋汚染ってなあに？
見て、聞いて、考えました

昭和20年3月10日未明の東京大空襲の状況

コロナ禍で生じたさまざまな不安や悩みを、
『子

容器包装プラの１人あたり廃棄量が世界2位

や、戦時中のくらしなどを遺品やデータで伝える

育て個育てワークショップ』
で語り合いました。仕事

の日本。パルシステム東京環境推進課の横井課

施設を見学。
また上映されたＤＶＤで、2時間半に

や家族の問題に直面し、
ストレスを抱えながらも、

長から、問題の全体像と生協の削減取り組みを

及んだ空襲が東京を研究しつくしての攻撃だと知

誰かと話したり気持ちをリセットする機会がなかっ

学びました。実際のマイクロプラスチックに触れ、

りました。過ちを二度と繰り返さないために、私た

たと話す参加者たち。終了後は、「来てよかった、

汚染された海や生物の現状から、「リアルに伝わ

ちは何をすべきか、
みんなで考え伝えあいました。

話すことの大切さを感じた」の声が聞かれました。

り自分にできることを考えた」の声があがりました。

（豊洲委員会）

（パルシステム東京）

（狛江委員会）

▲色とりどりの花材を
使って
事前に花材を一人分ずつ
テーブルにセッティング。プ
ラスしたい花材があれば、
そ
れぞれが取りに行くようにし
て
「密」
を回避
▲「入れ過ぎると膨らんで
こうなるの！」
と試作した失
敗作を見せ、
注意
▶花の向きを変えるのがな
かなか難しい…けど、
きれい
なようすに癒されます！

▲感染予防も万全！
企画開催時の消毒と検温で、参加者
のみなさんが安心して楽しめるよう万全
を期しています
（写真はイメージです）

▼「 試 作 の 経 験を生かし
て、
みなさんにステキなひと
瓶を作ってもらえてよかっ
た！ 久しぶりの企画を参
加者といっしょに楽しみまし
た！」
と委員のみなさん

10/16

10/20

10/23

はじめよう！ 脱プラスチック生活
柔軟剤やティーバッグからプラが…

意見をかわし、今後につなげよう
COVID-19と地域の動き

ちょっと早めのクリスマス☆
デコレーションキャンドルづくり

さまざまな地域活動を行う組合員が、
コロナ禍

ハンドメイドキャンドル作家の田口三千代さん

聞きました。スポンジやフリースの化学繊維くず、

で変化した生活や活動、地域の動きについて足

を講師に今年度の初講座。青いキャンドルに、型

柔軟剤の香料を包みこんだマイクロカプセルも

立区役所の職員も交え、話し合いました。グラ

紙で抜いた星やサンタなどを貼りつけます。みん

環境ジャーナリストの栗岡理子さんから現状を

洗濯ではじけ、知らずに海に流していると講師。

フィックレコーディング
（上の写真）
で可視化し、人

な真剣な表情で集中し、互いの作品を並べるな

大気へも拡散、体内にも取りこんでいると。｢ま

との交流やコミュニティの大切さを再確認。今後

ど和気あいあいの時間に。｢長時間、灯がともる

ず使い捨てプラを減らす努力を！｣と訴えました。

の活動の課題などを考えるよい機会となりました。

から防災時も使えます｣と田口さんは話しました。

（目黒連絡会）

PickUp
11/2

10/29

〝手づくり”
は、
自分の好みにア

昨

月に、「春になったら市販品

1

レンジできるのが醍 醐 味！

年

とはひと味違うハーバリウムづく

りを楽しんでほしいね」と、試 作

ワークショップや講座などさまざまな企画を開催しています。『週刊WITH YOU』
、
エリアニュース、
パルシステム東京ホームページなどで募集します。
お見逃しなく！

して準 備を整えていた永 山委員

会。新 型コロナ感 染 症の影 響で、

約半年遅れの開催になりました。

講 師でフラワーデザイナーの

企画に参加するには

渡 辺 美 和 子さんから、「 重くて

思っています。

大きなものを下のほうに」
「いろ

のはステキなことだなと

いろな角度から楽しめるよう、花

おして和みの場が作れる

の向きや組み合わせを工夫して

す。コロナ禍でも、花をと

配 置 を 」の説 明 を 聞 き、作 業 開

認 定Ｎ

家庭からのCO２排出量の半分は家電から。
消費電力の大きい冷蔵庫、照明、
テレビ、
エ
アコンは少しの工夫で省エネできます

始です。

やっと講習会が開けるよ
うになり、私もうれしいで

どんな具合に見えるか試行錯

魅力です。みなさん上手に手づくりを楽しん
でいましたね！

誤しながら花 材を整 え、専 用オ

鮮やかさ、光が当たって、キラキラと輝くのが

イルを 注 ぎ、感 性 あふれた 作 品

ハーバリウムは、 オイルが醸し出す透明感と

が完 成！ 「 久しぶりの外 出 を

身近に花のあるくらしを
講師 渡辺美和子さん

楽しく 過ごせました。癒 されま

｢地元市議会に
『石炭火力
廃止を国に』
等の陳情を提出
しましたが
『否決』
。
もっと多く
の
“市民の声”
を伝えることが
政策転換の展望につながる
と思います｣と話す田中稔さん
（調布Ａ委員会主催、
調布たづくりにて）

ハーバリウムづくり

ピンクやみずいろ、
ワインカラー
私だけのひと瓶づくりを楽しみました
した！」の声が聞かれました。

地 球に今 何が起こっているのか？

ＰＯ法 人「 太 陽 光 発 電 所 ネットワーク」理 事

田中 稔さんを招いて学 習 会を開 催しました。

で環 境 省 地 球 温 暖 化 防 止コミュニケーターの

最 初にドキュメンタリー『 気 候 変 動 と日 本 』

産業革命前から現在まで、地球の平均気温

を鑑 賞後、温 暖化の現状を聞きました。

策 を 強 化 し な けれ ば21 0 0 年にはさらに

50

の上 昇はまだ1℃ 程 度ですが、ＣＯ ２削 減 対

40

4 ℃ 前 後 も 上 昇 すると 予 測 されていま す。

と、温 暖化を止められなくなり、
のちの世 代の

「20 3 0 年までに ～ ％以 上 削 減しない

災 害リスクが高まります」
「ドイツやイギリス

として決 定 するなど、“ 脱 炭 素 化 ”を 進めて

では再 生 可 能エネルギーへの転 換を国の方 針

年 間でどれだ

30

います。日 本 もようやく、『 205 0 年 まで

目 標 宣 言よりも、これからの
10

に排 出 量 ゼロ』を 宣 言 しましたが、 年 先の

け 効 果 的な具 体 策を実 施 するか、
です 」と田

「 今 日 知ったことをまわりの方に伝 えてく

中さんは話します。

主 体の電 力 会 社へのスイッチとともに、政 策

わいわいレポート

（目黒南委員会）

STOP地球温暖化 今家庭でできること
身近なところからできることを学ぼう
ださい。そして省エネや再 生 可 能エネルギー

転 換のために地 域で私にできること、にも 関

心を」と結びました。

11

（あだちエコ委員会）

▼専用オイルをゆっくりと注入して完
成です

わいわいレポート

10

続わいわいトーク

にんじん

小さなことから社会を変えよう
『 キャロっとさん』
に感謝

小平市

『 キャロっとさん 』、子どもが好 き

なのでときどき注 文しています。プ

ラスチック製のストローが紙製のスト

ローに代わるニュースは、さっそく子

どもたちにも知らせました。親子で

こういう小さなところから世の中

「すごいね」と話しています。

す。
パルシステムさんのがんばりに感

月

11

は変わっていくのだろうなと思いま

【 編 集 部より 】2020年

謝します。

から 紙のストローに代 わった
『 キャ

トンのプラス

3.9

ロっとさん』
と
『 飲む国産野菜！１日

分 』。２商 品で年 間

みくちゃんママ

チック削減につながります。

文京区

ぜひ利用したい！
生産者カードでメッセージ

11

月 号「おうちで産 地 交 流 」の記

事 にあった、産 直 野 菜 についている

カードにメッセージを書くと生産者に

届くというのを初めて知りました。と

身のまわりのできごと、

家族のおもしろエピソード、
イラストや写真も大募集！採用の方に

300ポイントをさしあげます。

投稿は裏表紙の応募方法で
写真投稿は右の二次元コードから

福生市
そら

マスメディアもご近所情報も
柔軟な心で正しく判断したい

月号のキーワード「メディア・リ
大田区
ゆりりんかあさん

『わいわい』誌上検定で
見栄を張った母を許して～

料理・

入 門 編 」で、しょうゆ大さじ１は砂 糖

月号「わいわい誌上検定

た。ネットから日々たくさんの情 報

だと思いこんでいました。三十年以上

や塩といった粉ものと同じですりきり

テラシー」について考えさせられまし

正しい判 断ができる柔 軟な姿 勢を

を得ることができますが、人として

料 理を作ってきたのにちょっと情けな

いです。

だった相談会を、2020年4月より毎週末に増や

くりなどの活動も盛んです。関わっている

する」というものです。

料品の提供と相談会をおこなっている任意団体

して対応中です。

組合員も多くいます。商品を選ぶことで

2020年3月、パルシステム東京は地

です
（2014年発足）。お弁当や栄養食品、パル

相談件数は高止まりしたままですが、医療品

社会を変えてきた私たちですが、地域を

域福祉政策を策定しました。めざすのは

システムグループから提供いただいている青果

費や運搬費の一部をパルシステム東京市民活

良くすることが、社会を変える一歩だと

「ともにつくろう 笑顔ひろげる 身近

物などをお配りしつつ、暮らし・医療・法律関係な

動助成基金に助成いただきつつ、感染症対策も

どの幅広い相談に応じています。

行いながら、食と相談の場を提供し続けたいと

と思います。

一方で、友 人やご近 所さんとのコ

から150 〜 180人と急増していることから、
月2回

困窮にある方たちを対象に、新宿区の路上で食

与」があります。「協同組合は、組合員

もっていたいと思います。

新宿ごはんプラスは、ホームレス状態や生活

ニティの持続可能な発展のために活動

ながら、地域に関わっていければいいな

高 校 生 の 娘 にも やら せてみ た ら

によって承認された政策を通じてコミュ

な地域」です。誰もが希望を胸に楽しみ

11

毎週末の「路上の相談会」
を継続中

地域のつながりが希薄になっている一

協同組合原則に「コミュニティへの関

11

助成団体

方で、地域食堂や子ども食堂、居場所づ

実感します。

１００点でした。家庭科で習ったそう

パルシステム東京市民活動助成基金

新宿ごはんプラス

も大事にしたいです。
と嘘をついてしまい、
ごめんなさい～。

当選者の発表は、発送をもって
かえさせていただきます。

私のふるさと青森の代名詞
はりんご！ 厳しい冬を乗り越
えて咲く白い花も実も、
大好
きです。

No.70

ちくわさん

応募総数は784通でした。新宿
区の高井さんをはじめ20名の
方にこんせんくん図書カードを、
江戸川区の山本さんをはじめ5
名の方に、
『1000ポイント』
をさ
しあげます。

TALK

2020年度

港区

広げたい、
ささえあいの輪！

ソーシャル

人とのふれあいが希薄な今
こたつみかんで家族仲良く

11月号クロスワードの正
解は
「こがらし」でした

松野 玲子

コロナ禍のリモートワークのため

当選発表

パルシステム東京理事長

北 国 育 ちの私にとって 冬 といえ

様の乳母や

練馬区／福姫

せていただきます。

いると聞きました。

は
「わいわいトーク」ほかに採用さ

コロナで人とのふれあいが希 薄に

シピを募集します。
ステキなレシピ

葛飾区／ぽ

よ
いももちを完
食。手づかみ食
べの期間は
あっという間に
終わるので、
この瞬間を大
切にしたいです
。

なりがちなこの時代。会話は少なめ

「めかじき
（切身）
」を使ったレ

練馬区／はつ

ほっち
１歳になってよ
ちよちと歩き始
めた息子。
東京の西部へ
出かけ川沿い
で
靴をはいて歩
く練習をしまし
た。

しでも隙間を埋めたいものです。

レシピ募集中！

でも一つのこたつを家族で囲んで、少

荒川区 ことはは

ベーコンを軽く焼いたところに
細切り白菜を投入し、
シーザーサ
ラダドレッシングを回しかけて蒸し
煮にすると、止まらない系温サラ
ダのでき上がり♪

です。
「お母さんも１００点だったよ」

●やみつき白菜の温サラダ

ミュニケーションから得られる情 報

あーちゃん

おいしいは最強！
反抗期の息子に起きた変化

八王子市

わが家の中 学２年 生になる息 子

ぶつかることもしょっちゅうです。

はただ今反抗期中で、更年期の私と

給 食がお休みでお弁 当 持 参のあ

自 宅で仕 事 をする人が増 え、
一時、

る日、「お弁当、楽しみ。母さんが作

ら言ってくれ、
がんばって作った甲斐

るのおいしいから」と少し照れなが

ば、暖かいこたつに入って家族と冷た

人 気のなかったこたつが見 直されて

いみかんを食べながら団らんしたこ

がありました。

と、
パルシステムの
『みつせ鶏もも肉

とが懐かしく、温かな幸せな思い出

学 校から帰って来て「 今日のお弁

のたれ焼き』
を絶賛。
レンジでチンす

です。

当の鶏 肉が最 高においしかった！」

やはりナンバーワンはそれだったか！

銀杏

るだけですが、本当においしいです。

と思わず笑ってしまいました。

練馬区

知らなかった地熱資源のこと
わが家の電気に産地を重ね

つち ゆ

月 号、「 明 日へそして前へ」の

福島、土湯温泉の発電事業について

の記事を読みました。

日本は、地熱資源が豊富だという

ことに驚きました。天候に左右され

ず、発 電 効 率も高いなんて…。そん

なに安 全な資 源が豊 富にあるのに、

なぜ、人類がコントロールできない原

子力にこの国は手を出してしまった

んだろう…とつくづく思いました。

わが家はパルシステムでんきにとっ

くに切り替えずみです。土湯温泉で
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てもいい取り組みだと思います。今度

あみ

コロナ禍で変わった生活
新しいことを始めるチャンスに

東大和市

発電された電気を供給していただい

ているんだろうなぁと思いを馳せて

武蔵野市 たるぽん

葉っぱの分厚い白いところをせ
ん切りにして、鯖缶または鯖味噌
缶とザクザクとあえます。あとはレ
モン汁と黒こしょうでいただきま
す。あえてしばらくおけば、
しっとり
となじんで、酒のさかなに、作りた
てなら、
白菜シャキシャキの鯖サラ
ダに。

自由にならない生活が続き、何かで

●白菜の鯖缶和え

います。

パルシステムのホタテ缶、せん
切り生姜と白菜のざく切りをごま油
でさっと炒め合わせ、
鶏ガラスープ
のだしで軽く煮込み、仕上げに片
栗粉でとろみをつけます。器に入
れ小ねぎを散らせば、
完成です。

きることをと考え、近所の農家さんの

府中市 やん

ボランティアを始めました。週に１回く

●ぽかぽか暖まる
白菜の煮込み

らいですが、充実した日々を少し取り

「白菜」

戻した感じです。次はどんな新しいこ

今月の食材

とに出合えるか楽しみにしています。

私のレシピ

おいしいなと思ったときに書いて、お

伝えしようと思います。

おしえてあげたい

新型コロナウイルスの影響を受けて、食料品
を受け取りに来られる方が従来の各回50人ほど

考えています。

（運営メンバー

松山晶）

＊投稿は2020年11月20日現在

相談会の前後のミーティング
←パルシステムの配送委託
協力会社
（株）
ロジカルの有
志が運搬を担当
↓ある日の食料品セット

【団体ホームページ】http://gohanplus.org/
【Twitter】@gohanplus
【Facebook】@gohanplus

▶パルシステム東京は、誰もが安心してくらしていける社会と地球環境をめざす市民活動を資金面で支援しています。1998 年からのべ 272 団体、
総額約１億 607 万円を助成しています。
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わいわいトーク

わいわいトーク・ソーシャルトーク

12

利用者の目線でチェック
組合員監事は生協の伴走者
組合員監事

本連載は今回が最終回です。

廣瀬 志津代 さん（写真左）
下元 孝子 さん（写真右）

88

組合員が参加しています。「さまざまな資料に目を通し、
チェック
する監事。決定権はないけど見守る。そんな立場でしょうか」と話
すのは、理事経験もある廣瀬監事。「たとえば規定の時間を超え
て残業してしまったケース。詳しく事情を聞くと、パルシステムを利
用する私たちには組合員の要望に応えようとする配送職員の気
持ちが痛いほどわかる。数字だけではみえない問題に気づく、そ

下元監事の
おすすめ商品

長野こしひかり
七分づき
｢予約登録米のこのお米。味に
胚芽部分の深みがあります。
噛むほどにお米の味の深さを
感じます｣

コア・フード
野付の産直ほたてと
秋鮭スモークサーモン
｢パルシステムでんき切り替え時
にいただいて、
すっかりファンに｣

型コロナウイルス対 策で、定 員 を

達した 今 回のツアー。「 新

し込み開始後数分で定員に

たカンパが元手でした。しかし、関

には、
おもに地域のイベントで集め

ようです。「パル未来花基金の他

活 動 資 金 集めでも変 化がある

in

ミ ライ カ

減らした影 響もありますが、キャ

申

心が薄れたのか以前ほど集まらな

検索

ンセル待ちもあったように、
コロナ

広報室「わいわい1月号」

いただいたおたよりは、
機関誌
『わいわい』
の
「わいわいトーク」
への掲載、
および個人情報を削除した上で、
パルシステム東京
へのご意見として、
利用・蓄積させていただきます。
またプレゼ
ントの当選発表のため、
お名前を掲載することがあります。

パル未来花基金

感 染のリスクを考 慮してもなお、 くなっていたところにコロナ…。地

●あてはまるものに□を
入れてください
□コトコト
□きなり
□その他

2月28日まで、2021年度助成グループを募集す
る。応募方法など詳しい情報はホームページで

域のイベントは中止が続き、
カンパ

●組合員番号

「わいわいトーク」への投稿、イラストなどを書いて
ください。組合員番号は必ずご記入ください。ご記入
がないとプレゼントの抽選対象外となります。
＊基本的に、個別回答は行いません。
＊商 品などの問い合わせは、カタログ最終面の
「ひ
とことメール」か、 パルシステム問合せセンター
0120-868-014まで。

保 養 を 求める 人はまだまだいま

歳代

集めが思 うようにできず、
パル未

●年代

す」と話すのは、星空キッズツアー

●氏名

❶らくらく漬け物
❷子どもとしよう お金の話
❸理事長 新年のごあいさつ
❹わいわいレポート
❺わいわいトーク
❻ソーシャルトーク「新宿ごはんプラス」
❼シリーズ 明日へそして前へ
❽エシカルでみんな笑顔
❾つくりおきレシピ

来 花 基金に助けられています」と

●アンケートの回答

今月の
『わいわい』で、印象に残った記事の番号
を書いてください
（複数回答可）
。

の実川圭子さん。

あてはまるものに□を入れてください

アンケート
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厳しい状況を話します。

●ポイントプレゼント
□申し込む
□申し込まない

わい わい

震災が起きた 年の夏は、放射

●クロスワードパズルの答

「年月が過ぎても放射能がゼロ

するかもという心配がなくならな

ういう組織であってほしいです」

能そのものへの強い不 安を口にす

もの保養で夏休みを埋めていた親

い以 上、保 養は続けたい」と感 想

でいろんなことにトライして、試行錯誤を重ねて先に進む生協、
そ

になることはありません。被 ばく

子もいたそうです。「しかしここ

を寄せた保 護 者も。また「 見ず知

は一人ひとりの組合員で違います。多様な思いを受け入れるなか

る保 護 者が多く、その後もいくつ

数 年は、『 放 射 能が減ったとはい

らずの私たちにこんなに取り組ん

ード

え、子どもに何かしら影 響がある

は多様性も大事だと思います」と下元さん。「生協に求めるもの

キリトリ

おたより カ

でくれ、本当に感謝しています」の

できるためには、組織のあり方が大事なんです」と廣瀬さん。「私

のでは』という不 安が理 由のよう

の努力が生協の土台です。厳しさもある配送の仕事に力を発揮

声も。「未来を担う子どもたちの

監事会の役割って？
「監事会」は、
日々の事業や活動が、法律や定款、総代会で決めた方針に
従いすすめられているかをチェックします。
パルシステム東京では5名の監
事がおかれていますが、3名の監事が組合員で構成され、利用者の視線
で監査活動をすすめています。

そして二人は先を見つめます。「組合員に商品を届ける職員

です。そして、
『まだ放射能を心配

第１回 総 代 会 議 を 見
守る下元監事

12

らして評価する監事の仕事に取り組んでいきたいです」

ために活動させていただける私た

思います。成長し、持続できる生協であるため、社会的な常識に照

しているのか』『 保養はもう必要な

感じました」と話す下元監事は、長年、地域の活動に参加、保育

ちこそ、感 謝です 」と実 川さんは

ルシステム東京に賞をあげるなら、“伸びしろのある努力賞”
だと

い』
など、周囲に理解されないなか

もって仕事にあたっていることを、
ヒアリングのなかで知り、心強く

参加は14家族22名。決まっているのは、
ご飯の時間と寝る時間ぐらい。子どもたちは大自然のなかで、
自分たちで遊びを見つけ、
自由な時間を過ごした
（写真提供：星空キッズツアー）

結びました。

園や障がい者支援団体の運営にもかかわってきました。「今のパ

昨 年 月の監 事 会 連
絡 会ではオンライン参
加の監事も

「管理職も配達担当も、一人ひとりの職員が生協の理念を強く

10

で参加する人もいます」とも。

れが利用している組合員監事の強みだと思います」

廣瀬監事の
おすすめ商品

今も内部被ばくがあるのでは…。そんな心配を抱えながら福島でくらす親子にとって、保養は欠かせません。

シ

わたしのイチオ

コロナ禍で多くの保養企画が中止になるなか、2020年度 震災復興支援基金「パル未来花基金」助成グループの星空キッズツアーは、
8月8 〜 日、「星空キッズツアー 2020 清里」を開催。子どもたちは放射能を気にしない3日間を過ごしました。

組合員の運営参加をすすめるパルシステム東京。監事会にも

15

明日へ
そして
前へ

希望する親子がいる限り、保養に取り組みます

ご愛読、ありがとうございました。

シリーズ

パル未来花基金は、組合員の東日本大震災復興
支援活動を資金面で支援する制度。パルシステム
東京の事業などでうまれる剰余金をもとに助成する

取材は2020年12月11日現在

明日へ そして前へ
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たっぷり野菜で腸内から美人に！

つくりおき
レシピ

タッカルビ

No.303

2021年1月号

レ シピ 担 当 より
タッカルビとは韓国の鉄鍋料理のひとつで、
鶏肉とたっぷりの野菜をコチュジャンなどと
合わせて炒めたもの。
少量のキムチの汁で

発行／

んでいただけるように工夫しました。
アレン
ジもぜひお試しください。

野菜ソムリエプロ

彦坂貴子

発行日／ 2021年1月5日

住所／〒169-8526 東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿ビル

うま味を加えて、
幅広い年齢層の方に楽し

タッカルビ

保存期間 冷蔵２〜３日

材

料 （５～６人分）

作り方

全量カロリー 1890kcaℓ

「図
ぼくの

20

」を
書カード

ト
プレゼン

2

3

4

B

名に

A

B

応募方法

くりえ

■スマホ

C

のチーズタッカルビに。
煮汁と残った具にごはんを
加えたり、
トッポッキ
（餅）
を
入れてモチモチ食感を楽
しむのもおすすめです。

1
4
5
7
8
9

1 新年にもらえるお小遣い。今年はたくさんもらえるかな？
2 さまざまな昆虫が並ぶ本『昆虫○○○』。

6D

7

答

好みで）を加えれば、人気

監修／村上安曇
（管理栄養士） 撮影／中西多恵子 スタイリング／
（有）
クレア

1A

5

タッカ ルビ の 中 央 にシュ
レッドチーズ（300ｇ〜 お

たてのキー

クロスワードパズル

チーズタッカルビ

よこのキー

編集協力／企業組合

ホームページアドレス／ www.palsystem-tokyo.coop

Eメール palsystem-tokyo@pal.or.jp

FAX 03（3232）2582

編集／広報室

TEL 03（6233）7610

通巻303号

1 鶏肉はひと口大に切り分け、
ボウルでAと混ぜあわせ、
も
みこむ
（約１０分おく）
。
2 乱切りにした人参とさつまいもを、
平らな皿に並べて水
を多めにふり、
ふんわりラップをし、
レンジ600Wで２分
半〜３分加熱
（少し芯が残る程度）
。
玉ねぎはくし形切り
に。
キャベツは芯を中心に6等分に切る
（芯は削ぐ）
。
ぶな
しめじは石づきを取り、
ばらす。
3 深めのフライパンか鍋にごま油をひき、
キャベツ以外の
②を入れて炒めあわせる。
全体に油がまわったら鶏肉
を浸け汁ごと入れ、
キャベツで全体を覆うようにし、
酒と
キムチの汁を加え、
フタをして蒸す。
4 全体に火がとおったら、Bで味を調える。
お好みで粗挽
き唐辛子やキムチをのせて。
（韓国産の唐辛子はあまり
辛くなく、
コクやうまみが出ておすすめ）
。

鶏モモ肉………………………………… 450g前後
コチュジャン… ………………………… 大さじ1
しょうゆ… ……………………………… 大さじ1
A
にんにく
（すりおろし）………………………… 2片
しょうが（すりおろし）………………………… 1片
玉ねぎ…………………………………………… 1個
人参………………………………………… 中1本
さつまいも… ………………………………… 中1本
ぶなしめじ… ……………………… 1パック
（180g）
キャベツ… ……………………… １/ ２個（約500g）
ごま油………………………………… 大さじ1と1/2
酒………………………………………… 大さじ３
キムチの汁… ……………………………… 大さじ２
（なければ刻んだキムチでもよい）
しょうゆ… …………………… 大さじ2 ～ 2と1/2
B
砂糖… ………………………………… 大さじ1
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D

■パソコン
パルシステム東京

C

www.palsystem-tokyo.coop

絵や写真を見て、解説を読んで虫博士になろう！  

3 物語を読み聞かせながら、展開ごとに場面を描いた紙を引き抜く
「大坂冬の○○、夏の○○」
6 徳川家康が豊臣家を滅ぼした
8 建ててからの年数のこと。「この建物は○○50年を超えている」

■おたよりカード
検索

今日の晩ごはんの○○○は何かな？
○○○よ、○○○。世界で一番美しいのはだあれ？
詩を作る人。金子みすゞや谷川俊太郎が有名
野外は寒いのでたき火で○○をとる
成田国際空港は○○県成田市にある
声が高い女性はソプラノ、声が○○○女性はアルト

前ページ「おたよりカード」に
ご記入のうえ、点線で切り取って
配送便へ

＊カード締切は

1月 29日（金）

ポイント
プレゼント
クロスワードパズル
両方同時に
応募できます。

1000ポイントを
抽選で5名にプレゼント！

今月のキーワードはお休みです。ポ
イントを希望する方は、
「おたよりカ
ード」
（15 ページ）
に□ を書き込ん
で、
ご応募ください。パルシステム東
京ホームページでも受付可。

