機

関

ワンプレートで

楽する朝ごはん
おうちで畑を楽しもう
今月のキーワード

無洗米

パルシステムのある風景

検索

く ら し を 彩 る パル シ ス テ ム

応募方法など詳細は、

（豊島区）

3,000 ポイント

fufufumimimicococo

写真・イラスト付き
エピソードを表紙に！

娘の誕生からスタートした『パルシステムのあるくらし』。わが家の笑
顔と元気の源、パルシステムはくらしを彩る大切な存在です。
今年 3月には交流会にオンライン参加しましたが、パルシステムは生
産者も消費者もみんなが思いやり、支え合う 1つのチームだというこ
とを改めて実感しました。
そんな想いを込めた作品です。

誌

ワンプレートで解決！

朝ごはんの困りごとに、管理栄養士がお答えします

時間も食材も限られがちな朝食は、
ワンパターンに
なって当然。見た目や組み合わせを変化させるなど
の工夫で乗り切りましょう。
ワンプレートを3つに区切って、
ざっくり3つの栄養素の位置を決
めます。あとは日替わりで食材を
置き換えながら、組み合わせを変
えていきます。

朝ごはんが
いつもワンパターン。
栄養も偏っているし･･･

ビタミンゾーン
（野菜・果物）

洋風

いつもの料
理
ゾーニング を

1

ビタミンゾーン
（野菜・果物）

冷凍野菜を
レンジで
加熱しても

楽 朝
する

炭水化物 たんぱく質
ゾーン
ゾーン

つくりおきおかずや
ピクルスを活用
（P4参照）

洗って切っておいた
野菜

レート
ンプ
で
ワ

具だくさん
スープ

プレート

種類で
パンの しんで
楽
を
変化

たまご料理
乳製品

新年度、新学期を元気にスタートするために
毎日の朝ごはんは大切です
でも忙しい朝は、時間をかけていられませんね
そこでおすすめしたいのがワンプレートメニューです
「ワンプレートはハードルが高い」
と思われがちですが
いつもの料理を手軽にのっけて
幸福感も味わえて、
片付けもラクラク！
じつは朝ごはんにぴったりのスタイルなのです

きっかけは毎日の朝ごはん

たんぱく質ゾーン

健康のための習慣に
「早寝・早起き・朝ごはん」
がありますが、
この３つは深くつながっています。
まずは朝ごはんを食べることから始めると、
こんないいことがあります。

炭水化物ゾーン

一日の始まりの
スイッチが入る

ハム・ウインナー

ゆでておいた
たまご

チーズトースト

組合員おすすめ

幸福感に浸れる
メロンパン風トースト
材料（1人分）
食パン.................. 1枚
バター................ 15ｇ
花見糖......... 大さじ1
小麦粉......... 大さじ2
作り方
1.耐熱容器にバターと
『花見糖』
を入れ、電
子レンジ500Wで約40秒加熱する。
2.①に小麦粉を入れよく混ぜたら、食パン
にぬる。
3.包 丁でメロンパン風の切り込みを入れ、
トースターでこんがり焼く。

ワンプレートで楽する朝ごはん

スクランブルエッグや
スープ、
リゾットなどに。
包丁いらずで好きな量
だけ使えて便利！

（さくらさん）

朝が楽になる3つのコツ

朝向き商品

蒸してあり、切れているか
ら解凍後すぐに食べられ
ます。レタスやサラダ に
のせるだけ。好きなドレッ
シングをかけたら、本当に
おいしいです

（ちほーるさん）

ヨーグルトに入れたり、
スムージーはもちろん、
シリアルやホットケーキ
に添えても。
忙しい朝でもさっと出せ
て便利です

（ミルコさん）

体温が上がって
免疫力UP

生活の
リズムが整う

身体・脳・腸のスイッチ

スモーク
サーモン

ツナ＆オニオン
トースト

3

ごはん

朝ごはんづくりを少しでも簡単にしたいという人は、以下のコツをぜひ試してみてください

1

夜のうちにやっておく

「夜の5分が朝の30分を生む」
という言葉
があります。朝のために夜できることを少し
やっておきましょう。

2

つくりおきをフル活用

朝は楽したいけど、栄養バランスは気にな
る？ 常備菜が1つでもあれば気持ちにゆとり
が生まれます。

3

朝ごはんセットをつくる

和食派ならごはんのおともを、洋食派なら
ジャムやバターなど、
よく使う食材をまとめて
冷蔵庫に。
洋食セット
和食セット

パラパラ
カットベーコン徳用
（冷凍）
270ｇ／797円
4月3回 コトコト・きなり

までっこ鶏むし鶏（ペアパック）
100ｇ×2／410円
4月3回 きなり
4月4回 コトコト・きなり

3種のベリーミックス
200ｇ／322円
4月4回 コトコト・きなり

（価格はすべて税込、
標準価格）

朝のメニューを
決めておく

野菜や果物は
洗って切っておく

・夕食で多めにつくったおかずをつくりおき
・週末につくりおき

使用する
カトラリーも
まとめておくと便利

ワンプレートで楽する朝ごはん

2

まずは食べる習慣をつけることが大切。子どもの好き
なものを少量用意して、
「食べた」
という達成感を得る
ところから始めましょう。
小さなおにぎりやサンドイッチなど手で持って食べら
れるものがおすすめ。
サラダが食べにくければ、野菜は
スープで摂ってもよいかも。

朝は子どもがグズグズ。
結局食べずに
保育園に行くことも多く、
つくるのが嫌になっています

おさかなソーセージの
ロールサンド

ワンプレートで解決！

2

少量のおかずでも、
ワンプレートにのせれば見た目が
決まります。
夕食の残りや、
つくりおきおかず、缶詰な
どもフル活用しましょう。
夕食で多めにつくった常備菜を、1〜2日ずらして朝
に出しても。

和食は
おかずづくりが面倒だから
敬遠しがち。
特に野菜はどうやって摂る？

パルシステムのインターネット注文限
定『わが家の常備菜セット』
は便利。
また、
だいどこログには
役立つレシピが満載です

ころころおにぎりと
野菜たっぷりみそ汁

①８枚切り食パンの耳をとり、
麺棒で薄くつぶす。
マヨネーズ
をぬり
『おさかなソーセージ』
を中心に巻き、
ラップで包む。
②形 を整えたらラップをはず
し、適当な大きさに切る。

ピンチの
ときに
役に立つ♪

だいどこログ わが家の常備菜セット

ビタミンゾーン
（野菜・果物）

和風

に
夜のうち
①までを 蔵庫に
冷
やって、 と朝が楽
く
入れてお

パル
シ
ス
テ
ム
のお惣菜も
チェックして
ね

3

達成感
だいじです

ワンプレートで解決！

夕食の残り
ほうれん草のおひたしに
ナッツをトッピング

彩り常 備 菜 が
お 皿を華 やかに

検索

つくりおきおかず
「人参とツナのしりしり」
具だくさん
みそ汁

りんご

プレート

厚揚げ

みんなに聞いた
時間がない、家族が食べない、朝食に
お金はかけたくない等々、
幾多のピンチ
を克服してきた組合員のみなさんに、
究極の朝ごはんを聞きました。
家族の働き方や子どもの成長によって
も朝食のあり方は変化するよう。
みなさ
んも楽しく、ゆるゆると乗り越えられる
といいですね。

お茶漬け ２品

おにぎりのみと決めてます

パンにオンする夕食おかず

ポールさん

３人の子どもも大きくなって、朝食を食べる時
間がまちまち。せっかくつくっても食べないで
出かけることも多くあって。それ以来、わが家
の朝ごはんはおにぎりって決めてます。
つくったおにぎりをラップに包んで、テーブル
に並べ、食べたい人は食べるし、時間がない人
はお弁当として持って行きます。
飽きないように、具には工夫を凝らしていま
す。

とっけびさん

夕食のおかずを朝にも出すことが多いです。
た
だ、「夕食の残り」
を感じさせない技がありま
す。
それはおかずをパンにのせたりはさんだり
すること。違った料理として楽しめます。
例えば、
きんぴらごぼう＋クリームチーズをサ
ンドイッチに。
カレーや肉じゃがは大きな具は
つぶしてパンにのせ、
とろけるチーズを加えて
焼くのも美味！

たんぱく質ゾーン

混ぜごはん

炭水化物ゾーン

おさかな
ソーセージ

おにぎり

マグカップでリゾット
神楽さん

はるママさん

本当に時間がないときは、水でぬらしたお餅を
マグカップに入れて、500W約40秒、
やわらか
くなるまで電子レンジ加熱。
そこに好きなカッ
プスープの素を入れ
て、お 湯 を 注 ぐ だ
け！！ 究 極 の ワ ン
カップ 朝ご はんで
す。
4

ひつまぶし風茶漬け

4

あなたの朝ごはん、写真に撮って
「わいわい
トーク」
で紹介しませんか？
投稿は右の二次元コードか
ら。お待ちしています!

ワンプレートで楽する朝ごはん

4

4

4

『産直たまごと
ほうれん草のスープ』
の
お雑煮

取材は2021年3月19日現在

監修：管理栄養士

マグカップにご飯80ｇ、卵１個、カットベーコ
ン、シュレッドチーズ、コンソメ顆 粒 小さじ
1/2、牛乳50㎖を入れ、
よく混ぜる。
ラップをして電子レンジ500Wで約2分30秒。
塩・こしょうで味を調えます。
大 学 生の娘がとき
どきつくってくれま
す。

カルボナーラ
リゾット

村上 安曇

材料（4 ～ 5人分）
人参............................................... 300g
（中2本）
ツナフレーク缶................................................2缶
塩........................................................................少々
しょうゆ..................................................... 小さじ1
ごま油........................................................ 大さじ1
作り方
1.人参は斜め薄切りにしてから細切りにする。
point
斜め薄切りにした人参を少しずつずらして
重ねて切っていくと、効率よく細切りができ
ます。
スライサーを使っても。

ししゃも

開けて出すだけ！
さば味噌の缶詰

人参とツナのしりしり（だいどこログレシピ）

ごはんに合うものは、
たいがいパンにも
合います。
＋チーズでこくアップ

カップスープとお餅

しらす鮭茶漬け

揚げないちくわの
磯辺揚げ

餅

えみえみさん

食欲のない朝によくつくるお茶漬け。
●ご
 飯の上にお茶漬けの素、
しらす・鮭ほぐし・
大葉をのせて、お湯を注ぐ。わさびやゆず胡
椒をつけてしらす鮭茶漬けに。
●ご
 飯の上にさんまの蒲焼き缶1/2をほぐして
のせ、
ごま、水菜、
わさび、
きざみのりを加えて
お湯をそそぐ。
ひつまぶし風茶漬けに。
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納豆

鮭フレーク

組合員おすすめ
小ぶりだから、朝食でも
子どもが喜んで食べま
す。
トースターで焼ける
から便利です

（YKさん）

①ちくわ4本を適当な大き
さに切る。
②小麦粉大さじ2、水大さじ
2、青のり適量、塩ひとつ
まみを混ぜて衣を作る。
③ちくわに衣をつけて、
フラ
イパン、またはオーブン
トースターで焼く。

朝向き商品

そのまま食べられるの
であと一 品ほしいとき
に便利です。
ふわふわの
うの花と、具材の食感も
よいです

（vermilionさん）

常に冷蔵庫にストックし
ていて、朝ごはんが物足
りないときにサッと出せ
て助かってます
 （カーチンマンさん）

2.フライパンにごま油を熱し、①の人参を炒
める。全体に油がまわったら、缶汁を軽く
きった
『ツナフレーク缶』、塩を加え、2分
ほど炒める。
3.しょうゆを加えて味を調える。
保存する際は、清潔な保存容器に入れて冷蔵室
で保存し、3日間を目安に食べきってください。

からふとししゃもみりん干し

60ｇ／354円
4月3回、5月1回 コトコト・きなり

豆いっぱいうの花

150ｇ／ 214円
4月3回 コトコト・きなり

サラダベース産直ごぼう

135ｇ×2 ／410円
4月3回 コトコト・きなり
（価格はすべて税込、
標準価格）

ワンプレートで楽する朝ごはん

4

の

Q＆A

Q. 使い終わった土、どうしたらいい？
苗一つでも、鉢・プランター栽培では意外とたくさんの土を使い
A. ます。
収穫後の土は、また次の植物を育てられるように処理を

Q. 学校から子どもが持ち帰ったミニトマト。
ほとんど収穫できなかった…

❶土をほぐし、
根や石を取り除く。

十分に根を張らせる必要があります。
A. たっぷり実らせるには、
鉢が小さくて土の量が足りなかったのかもしれません。

❷よくほぐした土をポリ袋に入れて日の当た
る場所に3日以上おき、
太
陽熱殺菌する
（雨に当た
らないように）。

水やりの少なすぎ、日の当たり方や雨を避けること
にも気をつけて。あきらめずにぜひ再挑戦を！

Q. ベランダ栽培の注意点は？
A.

春です！遠くに出かけずとも、
自然に触れてのびのびとしたい季節ですね。
庭や畑がなくても、鉢やプランターを使って
気軽に
“畑”
を始めてみてはいかがでしょう。

しておきましょう。

照り返しや風当たりなど、地面よりも過酷になりやすいベラン
ダの環境。植物のようすをこまめに見ながら、移動させたり日
陰を作ったりと、対策しましょう。風通しが悪い場所は病害虫が
つきやすいので、棚などに置き、場所を少し高
くする方法も有効です。
エアコンの室外機や非常扉・ハッチ付近は避
けるほか、集合住宅では管理規約を確認して
から育ててください。

用意するもの

□鉢・プランター

❸②の土に、通気性や保水力を再生させる
「リサイクル材」
、栄養分を補充する
「元肥
（もとごえ）
」
を混ぜ合わせる。

しっかり根が張る深さが大事です。
直径30㎝、深さ30㎝以上のものを
用意しましょう
（鉢なら10号～）

保存する場合は袋の口をしっかり縛り、雨や光が当たらない
場所で。
また、不要になった土をゴミに出したり公園や川に捨てるの
はNG。
自治体やホームセンターによっては回収してくれるこ
ともあるので、問い合わせてみましょう。

□土

※培 養土以外の土を使う場合
は、鉢底に鉢底石を敷く。

◦
 く
 らしのなかで身近に育てられるの
で、
よく観察！

（
「パルくらす」4月3回で掲載）

じょうろ・はさみ・園芸用手袋・支柱 など

初めてに最適

ミニトマト

根鉢の形を
崩さないように！

子どもにも育てやすい、家庭菜園の定番。
手入れから収穫まで、家族で楽しめます。

植える （４月後半～）

ポットの底 を 指で押し 上 げる
よ うにして 苗 を 取 り 出 し、鉢
に用意した土に植えます。植え
たあとは日 当たりのよい場 所
において、たっぷり水をやりま
しょう。

育てる

水やり

土 が 乾いた ら、底 から 水 が 出
るまでたっぷり水やりします。
指を土にさして、土が
ついてこなければ乾い
ている合 図です。

芽かき

苗を植えて２週間ほどたつと、
わき芽が出てきます。
わき芽を
こまめに取 り 除くと 主 枝に栄
養がいきわたり、実が大きくな
ります。
わき 芽は 手で軽くひねるよう
にして摘み取りましょう。

支柱立て

いっしょに食べても
相性バッチリ

葉や土のようすを
よーく観察！
見れば見るほど
愛着が♪

草丈が伸びてきたら、支柱を
立てて支えましょう。茎と 支
柱 を 麻 ひ も な ど でゆ る めに
結びます。

いっしょに植えると互いによい影響を与える植物
を、「コンパニオンプランツ」
といいます。
トマトと相性がいいのがバジル。バジルにとって、
トマトの葉は強い日差しをさえぎるシェードにな
り、
トマトにとっては、
バジルの香りは病害虫を
防ぐ効果が。
収穫と片づけのタイミング
も合うのでおススメです。

収穫する （６月後 半～）

綿の色は
白だけでなく、
茶や赤、
緑がかったものも。
いろいろ試しても
楽しいですね

バジル

※１回目の収穫後、追肥を行えば長く楽しめます。
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いっしょに
おススメ♪

ガクが反りかえってきたら
取りどき！ お子さんでも
手でひねって取れますよ

赤 くなったものから 収 穫していき ま
しょう。

自粛生活の始まった昨年春から、
日本だけでなく欧米で
も、「家庭菜園を始める人が増えた」ということが話題に
なっています。たとえささやかなスペースであっても、緑と
触れ合いたいというのは、世界共通の思いのようです。
野菜をうまく育てるための最大のコツをお教えします。そ
れは、「自分が食べたい野菜を育てること」。収穫を楽し
みに、
ワクワクしながら世話をすることができますよね。
失敗を恐れず、
ぜひ、気軽に挑戦してみてくださいね！

（９月ごろ～）

株式会社Q－GARDEN代表。
信州大学農学部卒業。大手造園会社を経
てプロのガーデナーとして独立。「ガーデ
ンづくりを通じて、地域の景観・環境の向
上に貢献する」
をポリシーに、植栽プランや
庭造りを手掛けている

◦失敗も楽しむ気持ちで、
無理しない！

『このまま使える
花と野菜の有機培養土』

しゅ し

収穫する

理恵さん

フワフワの実がかわいい

小島

コットンの枝は
ドライにして
飾ってもステキ

◦収穫量にこだわらない。

水やりは
根元から

花 が咲いて１ 週 間 ～ 日ほどで
実がふくらんできます。綿の実が
見られるのは、そこからさらに１
カ月ほどたったころ。少しずつ変
化するようすを楽しみましょう。

監修 小 島 理 恵 さ ん よ り

コットン

新芽は
病害虫が
発生しやすいので、
葉の表と裏を
こまめにチェック！

「綿」がどのような植物か、ご存知ですか？
実 がふくらみ、はじ けて 出てくるふわふわの
ワタ。この繊 維をつむいだものが綿 糸になり、
コットン生地になります。
種から育てて、
成長のようすを楽しみましょう。

植える （５月中旬～）

種をひと晩水に浸けてやわら
か くしてから 植 え ま す。種 の
まわ りに 残った 綿 は、指でほ
ぐして取り除きましょう。

鉢の真ん 中に指で穴を 開 け、
２〜３粒の種を 入れ、薄 く土
をかけます。
芽 が 出 て 本 葉 が５ 枚 ほ ど に
なった ら、勢いの よい１ 本 を
残して、
ほかは間引きします。

育てる

水やり

しばらくはあまり 変 化 がない
ように 感 じるかもしれません
が、
土の中では根がどんどん伸
びています。土が乾いたら 水や
りを続けましょう。

支柱立て

暑くなるとぐんと丈が伸びて
き ま す。１メー トルを 超 すこ
とも。
不 安 定になってき たら、支 柱
を立ててゆるめに結びましょ
う。

フワフワに
包まれた種

おうちで畑を楽しむ心得

重い土は
配達が
便利♪

初心者なら、植物に必要な
土と肥料がミックスされて
いる
「培養土」
がおすすめ

□その他

園芸用品は
「生活用品カタログ
パルくらす」
で注文可能

リング型の
支柱を
使っても

コットンの花
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おうちで畑を楽しもう

取材は2021年3月19日現在

※本記事の無断転載・転用を禁じます

参考文献：小島 理恵著『はじめてでもカンタン！おいしいベランダ野菜』西東社刊、
日比 暉編『ワタの絵本』農山漁村文化協会刊

おうちで畑を楽しもう
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無洗米ってどこがいいの？

イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

ヌカの再利用

第21回定例理事会開催

1/21

ました。

（1）
第29回通常総代会の日時・場所

現行の定時職員就業規則の契約

決定の件
第29回 通 常 総 代 会を、2021年6

就業時間範囲（午前5時から午後9時

月15日
（火）10時より、京王プラザホ

半）
を超える業務実態に照らした労働

米ヌカ
（玄米から普通精米の工程で出るヌカ）は、食

しました。

肌ヌカは、「米の精」と呼ばれる有機質肥料として利用
されるなど、資源の循環に取り組んでいます。

確定給付企業年金制度では、加入
者数の大幅増減時には、掛け金の再

2021年度の通常総代会、総代会
議、理事会など、重要政策を論議・議

計算が義務づけられています。昨年5

決する会議日程を議決しました。

月時点で2017年同月より増加率が基
準の20％を超えたため、新掛け金に

（3）
2021年第2回総代会議招集及び
「第29回通常総代会

改定すると議決しました。

議案第一次

案」
決定の件

ム導入における契約書締結の件

通常総代会の議案第一次案を決
代と論議するための「第2回総代会

人情報の共同利用等の契約書の締
結について議決しました。インターネッ

議」の開催を議決しました。

大規模災害時の見舞金の入金等、事

2020年4月施行の民法改正に伴

務作業が円滑になります。

い、賃金規則（正規職員・専門職員・福

４月３回
（『わいわい』
と同時配付）

人気の秘密は便利さだけじゃない

39.4％

組 合 員に人 気の「 無 洗 米 」。手 軽さばか

◀米袋

りが注目されがちですが、人気の秘密はそ

理事会報告

28.1％

が多いこと、また、肌ヌカを取り除いた分だ
け、お米が多く入っているため、普通精米よ
り50円/5kg高くなっています。量販店など
では普通精米との価格差を100円/5kgとし
ているところが多いので、パルシステムの無
洗米は断然お得です！

れだけではありません。

71.3％

◀◀◀予約登録米についての詳細は
チラシをお読みください！

 洗米にするには、普通精米より精米工程
A 無

精 米 後の米の表 面には味を損ねる原 因

お料理セットトレー▶

ABパック
ヨーグルト
パック▶

60.6％

（受付期間 ４月３回～５月４回）

でもある肌ヌカがあります。これを取り除

リユースびん▶

卵パック▶

76.2％

27.4％

くため、普 通 精 米はとぎ 洗いが 必 要です

63.1％

◀資源プラスチック類

Q 普通精米に比べて値段が高いのはなぜ？

が、無洗米はあらかじめ肌ヌカを精米工場

◀紙パック

2021年産
予約登録米受け付け開始

で取り除いているため、
とぎ洗いが不要。お

68.8％

＊回収率は 2020年4月～2021年1月の回収量／供給量

Q&A

米をさっとすすぎ、浸 水させるだけでおい

◀商品カタログ

予算達成

しく炊き上がります。

組合員数：52万2,460人 予算比118.7％

無洗米 のこと
もっと知りたい！

とぎ洗いの手 間が省けるのはもちろん、

65億7,104万円

水の節約になるのも人気のポイント。また、

肥料を各都道府県で定められた慣行栽培基
準の 1/2 以下に削減。加えて、
パルシステムの
「削減目標農薬」の不使用を原則とする。

米はとぎ方によって、表面を傷つけ、栄養成

エコ・チャレンジ ……化学合成農薬、化学

2月13日 新宿本部にて

分やうまみが流れてしまうことがありま

総代との質疑応答をふまえ、理事会

す。無洗米はその心配もありません。

多くの質問や意見が寄せられました。

ヌカでヌカを取り除くＢＧ精米製法

会より報告。総代との全体論議では、

パルシステムの無 洗 米は、肌ヌカの粘 着

コア・フード……有機 JAS 認証を取得した
「有機農産物」、
または
「転換中有機農産物」
（2021年産米より）

次年度の予算や取り組み方針を理事

性を利用した、水も食品添加物も使わない

月までの事業と活動の進捗状況や、

「ＢＧ精 米 製 法 」を採 用しています。普 通

利用しています。ぜひご利用ください。

議案 第一次案」をもとに、2020年12

リユース・リサイクル回収率

米購入者の約 5 割が予約登録米を

に精 米した米をＢＧ精 米 機で高 速で撹 拌

ふまえて理事会が作成した「総代会

すると、粘着性のある肌ヌカだけが精米機

6月の通常総代会で議決されます。

11月の第1回総代会議での意見を

価格になるのも利点。パルシステムで
は、昨年の登録人数は約 18 万人。

の金 属 壁に付 着。この肌ヌカに他の米 粒の

た次年度の予算や事業活動方針は、

場とオンライン
（2回）
で開催しました。

肌ヌカが次々と付 着し、米から剥がれ、無

総代との論議の積み重ねで作られ

洗米ができあがります。

会」に向けた第2回総代会議を、9会

「同じ銘柄・産地・栽培基準」の場
合、
カタログ販売価格より常にお得な

工場からの排水もほぼなく、家庭のとぎ

総代会議」でさらに論議を深めます。

ながる取り組みです。

汁も出ない。無洗米は家庭に地球にやさし

4月中旬に開催される予定の「第3回

くりに安心して励むことができるため、生産者支援にもつ

いお米です。

は「総代会 議案第二次案」を作成。

6月に開催する「第29回通常総代

総事業高

培基準が厳しい「コア・フード米」や「エコ・チャレンジ米」

/

事前登録があることで、手間がかかる環境保全型の米づ

第2回総代会議開催

1

地の米を田植え前に年間登録するもので、登録すると栽
が新米後から 4 週に 1 度、定期的に届きます。生産者も

祉専門職員）
を改正することを議決し

2/9
〜16

今年も予約登録米の受け付けが始まります！ 産直産

小犬丸伸子

トで共済に加入した組合員の確認や、

（4）
賃金規則改定の件

ステキ！

新たな事務システム導入に伴う個

無洗米を
年間予約しよう！
漫画

定するとともに、その議案について総

予約登録米で

毎日食べてるわ～

（7）
CO･OP共済新契約事務システ

無洗米

お米のとぎ洗いから解放

決しました。

おいしくて栄養も流さない

地、飼料、肥料などに利用。
また、BG 精米製法でできた
あなたなしではいられない～

契約を結べることや、
イレギュラーケー
スに備えた条文を追加することを議決
（6）
退職年金規則改定の件

今月のキーワード

用、化粧品用などの米油や漬けもののヌカ床、
きのこ培

テルにて開催予定とすることを議決し

件

9

10％、無洗米にすると約12％のヌカができます。そのヌカ
は廃棄処分されるのではなく、再利用されています。

ました。あわせて、議案予定項目を議
（2）
2021年度機関運営日程承認の

●とぎ洗い不要で家事の時短に
●BG精米製法で栄養もおいしさも流さない
●水の節約など、環境負荷も少ない

玄米を普通精米（白米）にすると、重量に対して約

（5）
就業規則改定の件

の決定及び総代会の議案予定項目

Q 無洗米をおいしく炊くコツはありますか？

Q まったく洗わなくていいの？

A 専用カップで計量するのがおすすめです。無

 わなくて大丈夫ですが、家庭
A 洗

洗米は肌ヌカを取り除いているため普通精米
より粒が小さく、普通のカップで計量すると
お米の量が多くなります。専用カップできっ
ちりはかり、指定の分量の水で炊いてくださ
い。
くぼみが特徴！
無洗米用計量カップ

専用の計量カップをご希望の方はご注文ください
（注文番号 190527）
。1個まで無料配付しています。

でのホコリの混入を考えて、さっ
とすすぐのがおすすめです。 水
を入れると白く濁りますが、お米
のでんぷんが溶けだしたものな
ので問題ありません。

夏は30分 以 上、 冬は1時 間 以 上
浸水すると、よりおいしく炊き上
がります。

無洗米
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ともにつくろう
笑顔ひろげる 身近な地域
地域を元気にするため、
パルシステム東京ではさまざまな取り組みを行っています。

陽だまり＆ぱる★キッズの
共生ケア
デイサービスと保 育 所を併 設す
る、府中と足立の陽だまり＆ぱる★
キッズでは、
日常的にお年寄りと子
どもたちの交流を行っています

域で
地
な
身近
…
は
に
る
つなが

わたしの 街で

未来をつくる

子どもが急に熱を出したとき
家族のだれかが倒れたとき
あるいは大きな災害が起きたとき…
身近に助けあえる人がいたら
どんなに心強いでしょう。
パルシステム東京はだれもが安心して
くらせる社会をめざし、助けあいや
支えあいの輪を地域にひろげていきます。

お米、
ちゃんと
育つといいね

あどけない子どもたちに、
お年寄りもにっこり
（足立陽だまりで）

ビデオ通話も
慣れればカンタン。
ネット情報も
便利ですよ

地域でイベント
組合員が自主的に企画
する講習会や学習会。地
域での仲間づくりのきっ
かけにも

地域にひろがる
パルシステム東京の
「お米の出前授業」
ボランティアで
“得意”
を活かす

災害時の食を考える学習会

（瑞江委員会）

地域のイベントは、
身近に知り合いをつくるチャンス

市民活動を応援
市民活動助成基金は地域で活動す
る市民団体を資金面で応援

いつも騒がしくて、
ごめんなさいね

おたがいさま
よー

どうしたの？

多世代交流の場を運営する
「どんぐりの家」

予備青果を
フードバンクなどに
セット後に発生する予備分の青
果を、フードバンクなどを通じ
て子ども食堂や児童福祉施設
などに提供。7センターで実施

今、
なぜ地域福祉？

地域福祉政策を担当する
西村陽子常任理事に聞きました

他人事ではない地域の問題

「 福 祉って子 育てや介 護などで、困ったと

きにお 世 話になるイメージ。今の私には関

係ない」と、思う方が多いかもしれません。

しかし、地 域のつながりが 薄れるなかで

は、ますます 深 刻 さを 増 しています。高 齢

のコロナ禍 。家 族 だけで支 え 切れない問 題

者の介 護や子 育て層の孤 立 、頻 発する災 害

への備 え 等々… 地 域 が 抱 える 問 題 は 福 祉

の問 題であ り、いつでも、どこでも、誰にで

も起きるかもしれない問 題なのです。

ゆるやかなつながりづくりを

だからこそ 住 民として、主 体 的に地 域の

問 題にかかわることが大 切です。「でも 難

しく考えることはありません」と西 村 常 任

理事。

「 あ なたの住 む 街で、知 り 合いをつくる

よ う 心 掛 け て はい か が で しょう 。きっか

取材は2021年3月19日現在

け はご 近 所 さんへのあいさつでも 、地 域の

わたしの街で未来をつくる

パルシステム東京 地域福祉政策 検索

イベン ト や 防 災 訓 練への 参 加 で も いい 。

＊写真はすべて過去の開催時のようす。現在は一部休止中の活動もあります

◀◀◀ 全文は
こちらから

パルシステム 東 京 の 委 員 会 企 画 な ど も 、

困難を抱える人の癒しの場に
（いなぎめぐ
みの里山で）

地 域への入 り口のひとつにしてもらえたら

月に1度の
「もやい」
と連携する農業体験は、

無 理 のない、ゆるやか なつな が り が、わ

❶食と福祉を中心に、
笑顔あるくらしをつくります。
❷学びを大切にして、地域に目をむける人づくりをすすめます。
❸みんなが主役になる身近な地域づくりを応援します。

うれしいですね 」と 話 します 。

３カ年計画を立て、
わくわく感や笑顔があふれる地域づくりを応援します。

たしたちが望 むくらしや地 域 をつくる、は

生活に困難を抱え、
ひきこもりが
ちな人が社会復帰のきっかけに
（認定NPO法人
する農業体験
自立生活サポートセンター・もや
いと連携）
、
困窮する若者を組合
員からの募金で支援するパル
がん
システム給付型奨学金、
経験者に寄り添う活動を展開す
る団体と連携する企画など、
さ
まざまな活動を行っています。

じめの一歩になります 。

パルシステム東京の地域福祉政策

このほか…

11

災害への備えは、地域を知る住民が主体で

わたしの街で未来をつくる

10

のりのりはるまき

「あったらいいな」
が形になる
パルシステムって頼もしい！
世田谷区
Misamackey

笑われても嫌がらずに
履いてくれた次男よありがとう
西東京市

これからも学生支援を続けたいと願っています。

先日、『

ちました。

私が初めて行った「葉加瀬太郎」の

なわなければなりません。学業とアルバイトの両立

＆
yumyum For Baby

しみです。

コンサートのお土産の、
「はかせたろ」

び」を大切にしながら、学生の成長に寄り添ってき
ました。昨年も今年も無事、卒業生が社会へ巣立

』
のカタログを見ていると、「新
Kids
発 売！」の大きな見 出しが！ よく

ていることです。設 立 以 来「 暮らしのなかの学

当 時 高 校２年の次 男にと買ってき

校へ進学した若者たちのためのシェアハウスを運

ソックス。

では、五感での対話は減りますが、見学

産 直 米の
見てみると、『 yumyum
おかゆ』
が新しくできたとのこと。

症の影響で先が見えず、
これまでにない

履くわけないと笑われました。 でも、
心根の優しい次男は履いてくれ、うれ

学生の生活を見守り、手作りの食事を無償提供し

ましたが、
いっしょに行った友 人には、

しかった。友だちには笑われたと言っ

ミルクママ

「ようこそ」の特長は、毎日、支援者がハウスで
童養護施設・里親家庭）ののちに、大学や専門学

確かに、防災グッズの中にパックご
食 期だったころ、もし災 害が起きた

ジュリアン

ことり

「学生支援ハウスようこそ」は、社会的養護（児
は進化できるということです。オンライン

飯は常備しているけれど、娘が離乳
ら…と少ない常備食にヒヤヒヤした
てたけど。

いつも、「あったらいいな！」をか

ものでした。
なえてくれるパルシステム商品は、私
の強い味方です。

八王子市

年たっても起こる余震
自然の驚異を再認識

八王子市

いろんな種類に興味がわいて
じゃがいも博士になれるかも
今 年、初めて、毎 週いろいろな 種

年

先日の大きな地震にはびっくりし

類のじゃがいもを頼んでみました。

ま し た。東 日 本 大 震 災 か ら
目！ 故 郷 の 親 戚 に 電 話 し た ら、

散々だったコロナ禍だけど
料理男子誕生⁉ に一役
「ニュースでは津 波の心 配 ありませ
『 インカのめざめ 』や
『スノーマー

さややん

チ』、ずっとカタログでは見ていたので

府中市

配だった。あの思いするの嫌だから

ん、
と言ってたけど本当かな？ と心

コロナ禍に振りまわされた１年。
せっかく希望の高校に入学した長男

れいな色と舌 触り、『 インカのめざ

のき
く食べました‼『スノーマーチ』

の違いに驚きました！ とてもおいし

ですが、入 学 式は６月。授 業はオン

年、今回のはそのとき

すが、注 文するのは初めてで味わい

あれから

れました。

ね」と、眠れなかったことを話してく

ラインが多く、行 事も縮 小や中 止。
うように活動できず、
いいことなし。

一番 のお目当てだった部活動も思
年は警戒す
め』
のねっとり感。ゆでたり、
コロッケ、

の余震だそうで、今後
る必要があるとの報道に、今さらな

時間と体力を持て余しているとこ
サラダなどシンプルに食べました。

ろに、再び緊 急 事 態 宣 言。ウンザリ
ピード感を改めて肝に銘じました。

がら 愕 然 と し、自 然の 大 き さやス
今までは、むきやすさだけで
『北

曜の夕 飯 係を引 き 受けてくれるこ

していましたが、
ひょんなことから日
海こがね』
を選んでいましたが、味比
べも楽しいです～。もちろん
『 北海こ

毎 年、この時 期になると３・ を
思い気持ちが落ち着かなくなってい

とに。緊急事態宣言が解除されるま
でという 期 限つきですが、
これを機
がね』
や
『 男爵 』
もうまうまです！

ています。

ましたが、今年はより早く思い返し

そかに期待している母です。

あきりんご
練馬区

試して味わった気持ちよさ
コンディショニング続けます
楽しみに
『わいわい』を読んでいま
入門」が役立ちました。

す。「カラダ整うコンディショニング
さっそく 実 践してみたところ、リ
よかったので、
２月号は手元にとって

セットされた感じでとても気持ちが

世界のチョコの豆知識もおもしろ

おき、続けてみたくなりました。
かったです。

みっちゃん

は、「大事にしたい思い」のもとで手法

＊投稿は2021年3月19日現在

（事務局次長 深田耕一郎）
できると信じています。

に学生支援ハウスを設立しました。
イン活用もその一つ。そこでわかったの

に料 理 男 子になってくれることをひ

調布市

あまりのおいしさに
注文倍増になりそうです
『チーズクロワッサン』
、
スーパーでも
同じような商品がありますが、
おいし
さが全然違います。
しょっちゅう頼んで
いますが、
だんだん子どもの食べる量

いくさん

大田区

楽しさ伝わるオンライン交流会
また企画してください！
オンラインでの「おうちで産 地 交
流」、
とても楽しそうでした。

多くの若者が、進学・就職などで新天

E-Mail share@npoyokoso.com
URL
https://www.npoyokoso.com/

学生たちへの応援をよろしくお願いいたします。
いを強くもつことで、未来を変えることが

に苦心しながら日々を懸命に送っています。
私たちは、「こうなりたい！」という願
ん」と「あたりまえ」を見直してきました。

営しています。
こうした若者たちは、親の援助を受

けることが難しく、学費も生活費も自ら働いてまか
のちとくらしを守ることを第一に、「ふだ

施設や内容の選択肢が増え、参加の

ハードルも下がります。今後の進捗が楽
パルシステム東京も、2020年度はい

助成団体
パルシステム東京市民活動助成基金

2020年の送別会
のようす。慣れ親し
んだハウスでにぎや
かな卒業祝いを開
催。2021年3月は
コロナの影響で開
催できなかった。

たいへんさがあったことでしょう。

が増えてきて、
１袋では足りなくなって
きました。

八王子市

子育て感覚で取り組みたい
パルシステム東京の総代
パルシステムを利用して 年。なく
てはならない生活の一部でしたが、
コロ
なりました。だから、
とうとう総代にな

採用させていただきます。

ナ禍の中でさらに必要不可欠なものに

ハズレてしまいました。産地のみなさ

私も応募しましたが、残念ながら

ときには厳しい意見も出るけれど、

していろいろ質 問したり…と、産 地

んの説明を聞いたり、
いっしょに試飲

り、
一年生として学ぶことにしました。

京 を 愛 し、必 要 としていることを 実

みなさんも同じようにパルシステム東

た交流会のようすでした。次の企画

の方と組 合 員 双 方のとても充 実し

中央区／ナノス
トム

社会的養護を経て進学する若者の生活支援
No.73

300ポイントをさしあげます。

感！ もっともっと多くの方に参加して

八 王 子 市 ／ミ
ック

レシピ募集中！

そんな若者たちを支えようと私たちは2016年
生産者との交流や学習会におけるオンラ

当選者の発表は、発送をもって
かえさせていただきます。

く
練 馬 区 ／もず
鬼に！
１歳の息子が

なレシピは「わいわいトーク」ほかに

ス
都心にもこん
な大きな鳥が！
を使ったレシピを募集します。ステキ

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。

今年の節分は
出せない !
家の外に追い
かわいすぎて
! 笑）
ち（
もう
鬼
!
ち
はう
福

「ほほぅ。今回
もおいしそうな
ご飯がたくさん
ですね。
僕は食べれま
せんが…」

「便利なコロコロミニ厚あげ」

地へ巣立つ季節です。この一年は感染

応募総数は1021通でした。足
立区の中村さんをはじめ20名
の方にこんせんくん図書カード
を、福生市の古田さんをはじめ
5名の方に、
『1000ポイント』
を
さしあげます。

11

オリーブオイル30mlにサーモ
ン適量、
いくら適量、
しょうゆ大さじ
１、
レモン汁適量を入れて、
ゆでた
パスタとゆで汁大さじ2であえたら
さっぱり海のパスタ！

こころ新たに新たな未来をつくろう

10

を楽しみにしています。

金太郎

目黒区

TALK
2月号クロスワードの正解
は
「ゆきだるま」でした

10

10

●さっぱり海のパスタ

2020年度

投稿は裏表紙の応募方法で

品川区 まっきー

NPO法人 学生支援ハウスようこそ

当選発表

写真投稿は右の二次元コードから

牛乳200mlにレモン汁大さじ1
を混ぜ、
しばらく放置してから加熱
し、ふきんなどでこしてカッテージ
チーズを作っています。マーマレー
ドといっしょに食べるのがお気に入
りです。残った液体部分にも牛乳
の栄養が含まれているので、みそ
汁に入れていただいています。

12
わいわいトーク・ソーシャルトーク
わいわいトーク

13

花伎

しらすにレモン汁をかけ、
よくあ
える。そこへエキストラバージンオ
リーブオイルを適量加える。小さく
さいの目切りしたきゅうりを加える
と、彩りと食感がよくなります。ご
飯や麺との相性抜群！
大田区

●洋風しらす

24

●カッテージチーズ

ソーシャル

イラストや写真も大募集！採用の方に

ほしいと思っています。だって、
パルシス

「レモン」

松野 玲子

身のまわりのできごと、

育てと同じです。

今月の食材

パルシステム東京理事長

家族のおもしろエピソード、

⁉

テム東京は、
私たちのものだから…。子

私のレシピ

青りんご 通信

10

続わいわいトーク
おしえてあげたい

▶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。

さて、
今月のお悩みは……？

赤ちゃん寝かしつけ中のあるある
パパの帰宅が重なっちゃう

電話相談員
にゃんこといっしょに

明日へ
そして
前へ

自分の家だもん

仕事終わったら帰るよ～
そんなにいわなくても～

Kさん
（パパ・36）
イラスト／ごんどうまゆ

今だけの時間を二人で分かち合おう

「このイベントは終わってからが

自分なりの言葉で、
方法で、
アウト

かなめ

ス感染症の拡大で被災地に行けな

プットしようと呼びかけます。し

い人たちを対 象にしたこの

いなか、今 年はオンラインで開 催

かし、自分の意見を話す難しさに

要 」と話す安田さんは、参 加 者に

しました。「震災直後に比べ被災

直面することが多い昨今です。
「で

若
イベント。新 型コロナウイル

地についての報 道が減り、情 報を

大熊町

も若い世 代は機 会さえあれば、
ど

福島県

届 けにくくなっています。震 災 を

広報室「わいわい4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。

石巻市

んどん学び、行動に移せる可能性

●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

「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（通話料無料）まで。

知り、防災を考えてもらおうと開

歳代

陸前高田市

があります」と期待します。

宮城県

●組合員番号

15

岩手県

催しました」と、安 田さんは話し

●年代

スピーカーとして参加した方々の
お住まい

これまでも、防 災サークルを作

●氏名

❶ワンプレートで楽する朝ごはん
❷おうちで畑を楽しもう
❸キーワード
「無洗米」
❹わたしの街で未来をつくる
❺わいわいトーク
❻ソーシャルトーク「学生支援ハウスようこそ」
❼シリーズ 明日へそして前へ
❽ハートでコミュニケーション
❾つくりおきレシピ

10

名 前 後しか参

●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）
。

60

ます。ツアーでは

●今月のキーワード（P8参照）

アンケート

り、
一泊 分の避 難グッズ常 備を高

ード

わい わい

加できませんが、
オンラインにした

おたより カ

●クロスワードパズルの答

校に交 渉した 参 加 者 もいたそう

キリトリ

ことで全国どこからでも参加しや

〈監修〉一般社団法人 くらしサポート・ウィズ くらしの相談ダイヤル 03ー6205 ー 6720 月～金、
10時 ～16 時30分
（土日祝休）
相談は無料

10

です。「スピーカーのみなさんも、

オーラでお子さんも心豊かに成長するはず…！

すくなり、世代も中学生から大学

さんの
「かわいい話」をたくさんしよう。幸せ

て伝えたらどうかな？

いた 実 感 をもっていただいていま

ての楽しさもたいへんさも両方、パパにも知ってほしい」っ

してよかった
相談

す」

夫婦で気持ちを伝えあって、日々成長するお子

年 がた ち、街の 風 景 が 変 わ

テランママが子育てを振り返るとき、よく聞く言葉。「子育

自分の言葉が若い人にちゃんと届

うちがおだやかになって、パパも心から癒やされるよ。

生まで 名に広がったそうです。

「 今 思えば 赤ちゃん 時 代は、あっというまだったわ 」。ベ

被災地からは4人がスピーカー

手伝ったり、今こそ協力して、ママの笑顔を獲得しよう。お

として震災体験を話しました。な

ようよ。

かには高校生の被災者も。「大人

どさも子 育ての醍 醐 味。ママのお悩みを聞いたり、家 事を

り、東日本大震災を知らない世代

しあったらどう？ お休みの日には寝かしつけも頼んでみ

のまえでは静かに聞くだけになり

の時期は、ほんの一瞬」
と振り返ってたよ。かわいさもしん

も 増 えています。「 だからこそ、

寝つく時間と帰宅時間が重ならないように、お互いに連絡

がちな若い人たちも、同世代の人

二 人とも忙しい 毎日だけど、ある先 輩 パ パは「 赤ちゃん

例えば
「あと30分くらいで寝そう」
「そろそろ帰るよ」って、

震 災の記 憶の継 承の機 会を作り

でクタクタ。たいへんさはパパといっしょだね。

には言いにくいね…。

から話を聞くことで、体験を共有

でもママもデリケートな赤ちゃんに一日付き合うお仕事

ばってきたママは泣きたくなっちゃうね。でも、疲れたパパ

続けたい」と語りました。

ね。家にいるほんの数時間はくつろぎたい、ごもっとも！
！

する聞き方ができたようです」

パ パ へ。遅くまで 仕 事をが ん ばるの は 家 族 のためだよ

この 時 期 の 子 育ては、ホントにたい へん！ 子どもが 寝
てほっとしたのに、パ パ の 物 音で起きたら……、一日が ん

2019年の
「安田菜津紀と行く東北スタディツアー」
では、二泊三日で、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市、福島県大熊町
を訪問。津波に襲われた大川小学校跡地
（石巻市）
などで、被災者から話を聞き、被災地の現状や人々の空気を肌で感じた
（©Natsuki Yasuda ／ Dialogue for People）

めざせ、
ママの笑顔獲得！
！

全国各地からのオンライン参加
者のなかには、震災当時小学
校入学前だった若者も。被災地
に心を寄せ、体験を共有する時
間を過ごした
（©Dialogue for
People）
やす だ な つ

コメンテーターとしてテレビ出演もする、
フォトジャーナリスト安田菜津紀さん。

だって…

91

若い世代に、被災地を知る機会を作り続ける

ちょうど寝かしつけたと
思った瞬間に夫の帰宅。
帰ってくるタイミングが悪すぎる！
なんとかしてほしいです。

副代表を務める団体が、2014年から毎年、行ってきた「安田菜津紀と行く東北スタディツアー」。
昨年は開催できなかったものの、今年2月、オンラインで被災者体験を聞くイベントを開催しました。

Mさん
（ママ・34）

シリーズ

き

安田菜津紀さん

東南アジアや中東、国内で難民や
貧困の現場を取材。東日本大震災
で出会った人々とともに、被災を伝
える活動にも取り組む。NPO活動
法人Dialogue for People（ダイア
ローグフォーピープル）
副代表

津波の最大到達点に植樹した桜につ
いて、高校生たちに伝える佐藤一男さ
ん
（2019年8月、岩 手 県 陸 前 高 田 市
©Natsuki Yasuda / Dialogue for
People）

取材は2021年3月19日現在

明日へ そして前へ

14

甘みが増してやわらかい春キャベツを楽しむ

つくりおき
レシピ

春キャベツのやめられないサラダ

No.306

2021年4月号

レ シピ 担 当 より
春キャベツは葉も芯もやわらかく甘いので、
旬の今がおすすめ。
つけあわせやサラダに
するときには極細切りにするとおいしいで

発行／

と、
芯もおいしく召し上がれます。
切り方によ
り食感の違いを楽しめるのもキャベツの魅
力です。

野菜ソムリエプロ

彦坂貴子

発行日／ 2021年4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

す。
スープにはぶつ切りにしたものを入れる

春キャベツのやめられないサラダ
保存期間

編集／広報室

TEL 03（6233）7610

通巻306号

材

冷蔵２日

とんかつの春キャベツのせ

全量カロリー 344kcaℓ

料 （5 ～ 6人分）

作り方

春キャベツ············· 1玉（1200g前後）
菜種油·································· 大さじ１
塩・こしょう··································少々
和風だしの素··················小さじ１～２
ごま·······································小さじ２

１．白だしと水
（１：５の割合）
としょうゆ少々

1 キャベツをひたすらせん切りにする。
をまわしかけ、塩・こしょう、和風だしの素を
2 菜種油（※）
ざっくりと混ぜる。分量を目安にお好みで。
3 ごまをふってできあがり。

スカツ
（or『レンジとんかつ』）
をドンと
のせ、①をたっぷりのせる。
★濃いめのお茶をかけ、
お茶漬けにしてもおいし
い。
いつもと違った組み合わせを楽しんでみても。

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

「図
ぼくの

20

」を
書カード

ト
プレゼン

1

2D

3A

4

5

名に

6

8

答

A

B

応募方法

くりえ

■スマホ

C

9

■パソコン
パルシステム東京

5月 2日（日）

B

■おたよりカード
検索

www.palsystem-tokyo.coop

＊オンライン締切は

（P2参照）
1 毎朝しっかり食べよう、○○○○○
2「出る○○は打たれる」。できる人はねたまれやすいものだ
「キッチン○○○」
と呼ぶ
3 台所の流しを
と外の「○○○○機」
から成る
5 エアコンは部屋の中の「室内機」
（P12下参照）
7 パルシステム東京○○○活動助成基金

7

C

D

1
3
4
6
8
9

たてのキー

クロスワードパズル

よこのキー

編集協力／企業組合

本誌掲載の記事および写真等の無断複写・複製・転載を禁じます。

Eメール palsystem-tokyo@pal.or.jp

※菜種油をねぎ油（白髪ねぎを菜種油かごま油で焦げないよ
うにざっと炒めて油だけを残したもの）にすると、風味が増すの
でおすすめです。

を熱し、
キャベツサラダを約5分煮る。
２．温 かい白米にきざみのりをしき、ロー

ごぼうを水にさらして○○を抜く
料理の基本の
「さしすせそ」
。「し」
に当たる調味料は？
一番新しいこと。○○○○情報、○○○○家電
地面からにょきっと頭を出す春の野草。「土筆」
と書く
板を彫ってインクをのせ、紙に転写する絵画
富士山は世界○○○に登録されている

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

4月 30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！

8 ページの今月のキーワードを、
「お
たよりカード」
（15 ページ）
に書き
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。

