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♂ 春のつどい報告 (川西委員会)

♂大きめおかずシリーズ第2弾

♂まなびcafe01 4

組合員のレシピ

2/20木 川西委員会

春のつ
θ 開催されました③
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春のつといは川西委員会のみの開催になりました。

楽しみにされていた組含員の皆さんにはご理解頂き、
ありがとうございました。一日も早<終息を迎え、皆さんと

イベントや学習会が出来る日を楽しみにしています。

手洗いと免疫カアップでコロナウイルス感染を予防しましょう!

睡眠・食事・運動で免疫カアップ !

・腸内環境を整えるのに効果のある発酵食品や

食物繊維を意識してとる
・人混みを避けた場所で、適度な運動

(体温が上がると免疫力が高まります)

くこれからの予定〉

1月 17日 (ホ )

第十六期
綿代会

兵庫県学校厚生会館



商品開脊委員会で開分輪討し亀
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20202.27 西宮市交流センター

くらしの委員会で、「カナリアからのメッセージ」～化学物質過敏症のない
未来へ～の上映会が行われました。
この映画はグリーンコープの取り弓|き先でもあるシャボン玉石けん (株 )が
化学物質過敏症とその悪者様へのあたたかい社会的理解と認識を広めることを
目的に作成されたドキュメンタリー映画です。
日本国内の患者数は約700万人といわれる「化学物質過敏症」。でもその実態
については詳しく知られていません。映画では、実際に「化学物質過敏症」を
患っている憲者さんの実例を挙げて、わかりやすくその実態を伝えていました。
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「化学物質過敏症」に罹患したきっかlf勝皆さん突 然 のここでした。

柔軟剤や化粧品などに含まれる香料で化学物質過敏症
になる人が増カロし「香害」こ呼ばれてll春す。

化学物質過敏症」の場合、まず何が原因でこのよう
のかなかなかわからず、この病気にたどり着くまで
す。そして、その間にもどんどんと身体は化学物質
ていきます。専門家は、「ある一定期間以上、化学
時許容できる化学物質の量を超えてしまい、身体に
の様に、去年大文夫だったのが今年は急に体調不良

起こり,る ことです」

な体調不良をおこしてい
に時間がかかってしまい
に反応し、体調不良を感
物質をあびていると、あ
症状が現れる」、「花粉
を起こすようになる」
と述べています。

新幹線に乗つた時の
香水の匂いをきっかけに
頭痛が始まり、それからは

香り付きの合成洗斉」など
様々なもので、

体調不良に 夢甲■0

「
りました。圧像りな

自宅のリフォーム
後、室内の匂いを機
に、夫婦 2人とも

「イヒ学物質過敏症」
になりました。

妊娠した際、
合成洗斉」の匂いが
体調不良を
弓|き起こし
ました。

だれにでも起こιlうる「

～イヒ学物質過敏症を予防する5つの習慣～

①化学物質を減らす→一つでも減らす。 (ex.合成洗剤を石けんに)

②良い空気で暮らす→定期的な換気など、きれいな空気を心掛ける。
③オーガニック食品を増やす→保存料、着色料、化学調味料を避け、和食に。
④ビタミン・ミネラ′Lでテトックス→無農薬の食ぺ物にはビタミン、ミネラルが

多く含まれます。  ・・

⑤毎日、小しの運動→少しの汗をかく程度の運動で体調を整える。

督碁l稲竃鷹鶴∬稔爾馬」喜隷;れ 程ぷ



★産直豚肉のちゃんちゃん焼き風★

①産直キャベツ・産直人参・産直玉ねぎ・きのこを
食べやすくカット
②GC産直豚バラスライスはカットして酒に漬
け、もみこむ
③フライバンにバターをひいて①②の順にのせ
蓋をして33火で5分蒸し焼き
④タレ[味噌 (大3)・ バター(10g)・ 砂糖(大2)・

みりん(大2)]を回しかけて炒めますり
～みどやんさん～
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①GC産直若鶏ムネに酒・塩・こしょうして10分
程置いて、GC片栗粉をまぶして焼く
②産直白ねざ1本・産直しょうが1かけ・産直に
んにく1片をみじん切りにし、タレ[醤油(大3)
。さとう(大 2)・ 酢(大 2)・ 味噌(大 1)]を作る
③①をこんがり焼いて油を拭き取り、産直長芋
(短冊切り)と ごま油を入れて炒めて②を入れ、
汁がなくなるまで絡めて出来上がり☆
豆板醤の代わりに味噌でコクを出 します☆

～ペコちゃんさん～

きりとり

★和風ポテトサラダ★

ポテ トサラダを作る時のマ∃ネーズ半量を味噌
に代えるとヘルシーになります !!
じゃがいもの代わりに産直里芋や産直かぼちゃ
でも美味しいです☆
お肉や自身魚を味噌十ピーナッツノヾターで
グリルしても美味しいです !!

～澄さん～

GC竜美きびさとうを混ぜて塗り、 じゃこ+GC
元気な卵のマ∃ネーズをのせて トース トします

～yuko百nさん～

★鰭 (鯛など)西京漬け★

切り身に塩をして30分置いたら洗つて水気をよ
く拭きます。白味噌(200g)・ みりん (大 4)・ 酒 (

大2)を合わせて切り身を漬けて(3～4日 漬ける
とよしいグリルで焼いて頂きます♪

～くいしんぼうさん～
(墨 岬 釜 夕
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①デポNQ【   】②コース 【

③組合員番号 【

④ 【    市】⑤お名前 【

⑥ペンネーム 【        】

⑦クイズの答え

③募集テーマ

⑨グリコミ紙面で取り上げてほしい事、感想など

:2扇基懸[書い婆写FE李馨露居倉卍口表三とお,=百讐テだ :

～ プレゼントクイズ ～

ひょうご商品開発委員会

大きいおかずシリース第2弾・1号登場″

○○○○○○の煮付け
みどり園さんの『GC抹茶入り煎茶100g』 を

抽選で 5名様にプレゼント♪
※プレゼントの抽選は募集テーマの採用とは5」で行つています。

クイズのみの応募もお待ちしています。

～ 募集テーマ ～
簡単手作ιl万能だれレシピを教えて′

クイズの答えと今月の募集のテーマ等をご記入の上、
配達時に渡す 。はがきに貼付して下記宛先まで送る 。

メールでのご応募もできます。お待ちしております ♪

応趙譴 鮨
宛先 〒664-0845 伊丹市東有岡3-73-1

グリーンコープ生活協同組含ひょうご 広報委員会
丁E L 072-777-7641 FA× 072-777-7805

】

】

様】

・実名OK

曜獅種|しシピを教ぇて′


