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♂ いの ち をつな ぐための基金 報告
♂ ク リスマス商品オ ンライン学習会
♂ コロナ時代の身体とlき に優しい暮らし方
♂ 組合員の レシピ
￨

いのちをつなぐための基金 inひ ょぅご
新型 コロナウイリレスの感染拡大 以降、 これまでの暮 らしを 一変 させた人たちがいます 。
今 日食 べ ることに困つている方や 、子 どもたちの食糧支援を糸
迷続 して行 つてい くため に
ひ ようごの 組合員の皆様 に8月 31日 週配布のチ ラシでカ ンパのお願 いを しま した。

いのちをつな ぐための基金
inひ ょうご
25・ 26号 の2週 FH5で
のカンパをいただきました。

:*l
ご厚意に深く感謝いたします。 集ま つたカンパは、グリー ンコープ生協ひ ょうごが
責任をもつてとりまとめ神戸市家討相談支援センターでの 「食糧支援」 「生活困窮者支援」
「子 ども支援」等に役立てていきます。 ご協力あ りが とうございました。

〜これからのイベ ント〜
12月 3日 (本 )10時 〜12時

グリーンコー■生協ひょうごの
Ins+agramは じめきした
!

グリーンコープの美味しいもの、
レシピ、学習会などのイベン ト
案内を随時しています。
ぜひ、フォローお願ぃします
Facebookも ヨ￨き 続き
よろし<お 願いします。
￨

おすすめ委員会「れん こんオンライン学習会」

fromネ グロス・クリスマス
カンパのお願い

おすすめ委員会

2020.9.25

クI′ スマス商品オンライン学習会
毎年行っているクリスマスケーキの試食会「おすすめcaf6」
ですが、今年はオンラインでケーキとチキンのこだわりや、
ケーキの切り方、保存方法までばっちり教えてもらいました。
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クリスマスケーキは基本手作りです。
クリームやチョコもいちから手作り
で作っています。
今年の新商品「スノーマン」に使わ
れているラズベリーソースも手作り
です。
顔も手書きなので、同じもの
は2つ とないケーキになつています。

産直鶏は自然に近い開放型鶏舎で
ひなから育てています。
無投薬飼育、
えさはホストハ ーベスト不使用のトウ
モロコシ、nonCMOの 飼料、飼料米 (30
%)を 食 べ、60日 以上の飼育期間で
じつ<り 育てています。うまみ成分たつ
ぶりの産直鶏で作つたクリスマスチキ
ンはジユーシーで格別です。

純生クリームが、冷凍でのひび割れ
を賄くため、練乳でコーティングされ
ているこいう話に驚き春した。
ケーキも機械で作っているこ思いき
したが、お家で作るような行程で愛
を感じきした。

開放型鶏舎を見られたので一般的
な飼育11屋この違いat分 かι
lや すく、
ストレスの少ない環境だから健康に
育っているのだと思いきした。
ヒヨコの鳴き声が可愛かったです。

「元パティシエが冷凍ケーキの上手な食べ方教えます !」
① 解 凍 の仕 方
5〜 6E寺 間前、
冷蔵庫に移動し解凍。常温はダメ !外 のクリームだけが溶けて中はカチカチの
ままになります。どうしても時間の無い時は、電子レンジの解凍 (低 温設定 )で 1分 かけて様子を
みてください。解凍の目安は、竹串等がケーキの中心にスッと通ればOK!

②ケーキの切り方 {奇 数切り/今 回は5カ ット
)

あらかじめ、温かい熱湯を深めのビンに入れ 、ケーキナイフを温めておく。
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ケーキの中心に爪暢枝
等を刺すか目印こして
穴をあlfて おく

温めた十イフの水気を拭き、
ヘクリーム
中心からタト
を溶かす様に切る(1〜 5)
ケーキより左側 に立つと切 りやすい (左 利きは右
綺麗に切れなかった時は切り目に粉砂糖をふりかける
)

③残ったケーキの保存の仕方
残 ったケーキは匂 いがうつりやすいので、もとのケーキ箱 に戻して冷蔵保存
しないでください。深めのタッパーを逆さにし、蓋をお皿代わりにして冷蔵庫で
保存するのがオススメです。

2020.9.18

オ ンライ ン講座

前回に引き続き、今月号では「コロすのB寺 代の身体と心の優 しい暮 らし方
生活に取 り入れ られる実践編をお届け します。
wtthコ ロすの中で、go toト ラベルや gtt to eatも 始まり、以前より外出する
機会が増えた方もいることで しょう:部 屋の中で出来ること、外出時に出来る
ことをお伝 え します。

家の中で 出来 る予防策

「 ゾーニ ングを しましょう」
部屋の中を危 険 ソー ンとそれ 以外の ソー ンに分 けま しょう。
例 えば、 玄関を危 険 ゾー ンと し、 マ スク置き場 や、買 い物
バ ック、 コー ト等の 置き場 を作 り、室 内にウイル スを持ち
込 まな い。
荷物を置 いた後、そのまま手洗いうがいに行きましょう。

アル コールスプ レー
を して干す

マスクを外出の度に交換するのは、大変です。
少しの買い物や送り迎え、習い事などの
短時間の外出の場合は帰宅時にアルコールスプレーをして干して置き、
外出の際に
また使うのもおすすめです。
使っているマスクを机やリビングに置きっばなしは一番
危険 !家 族で家の中のルールをきめるのもいいですよ。
増えたIfと 、
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おょっこ不安

新型 コロナウイルスの活性の持続時間
湿度40%の 環境下におけるウイルスの生存期間
プラスチ ック …72時 間 (1/1000に 減少 )
ステン レス …48時 間 (1/1000に 減少 )
ダンポ ール …24時 間 (1/1000に 減少 )
銅 …4時 間 (1/200〜 1/300に 流少 )

ロナの生活で、
通販などの宅配を頼む機会が増えた方も多いと思います。
どんな気候でも、届￨す て<れ る宅配業者の方に感謝の気持ちは尽きませんが、受け
取つた段ボ ールにちょっと躊躇してしまうのも事実らそんな方は急ぎの商品でな￨す れ
ば、
玄関に―日 (240寺 間)置 いてから開封するといいですよ。
ウイlbス は凸凹の所より、
ツルツルのところに長く生存することも党えておぃてください。
Withコ

外出先で 出来 る予防策
・ 予防セ ッ トを持 参す る
旅行セ ッ トの様 ￨こ 小さな容器に入れたアル コール 除菌
石けん、予備の マ スク、ビニール袋等を持ち歩 く。
・
´ 公共交通 機関では、触 らない、座 らない。
・床に荷 物を置かない。

寮心して
外出てきる
かも¨・

予防セットを持ち歩<だ けでいろんな場面で使えます。
入替の多いフードコートなどで
食事の際、
予防セットでテ ーブル等を除菌できますし、
公園等石けんがない場所でも
安心です。
また床には、落ちたウイルスが残つていると思って、荷物等置かないようにし
ましょう。
Withコ ロナの生活を気をつ ￨す ながら楽しみましょう。
備えあれば憂いなしです。
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本 ローストビーフ 桑
塩こしょうしたGC国 産牛モモブロック、にん
に<、 醤油、赤ワイン、み りん、蜂蜜、中濃ソ
ースをジ ップロックに入れ、炊飯器にお湯を入
れて保温で45分 ⇒取り出 してタオルを巻いて2
時間ほど放置⇒余熱がとれたら冷蔵庫 へ◎
とつて も簡 単ですυ

むぎさん

桑 ポLク パイ ネ
①ゆでたまご2個 をくし形に切る
②産直玉ねぎを炒める
③GC冷 凍パイシー トの上にハム⇒②⇒豚肉ス
ライス⇒①を重ねる
④切り目を入れたパイシー トをか61せ て卵黄を
ぬる
⑤オーブンで180℃ で20分 焼きます
さるりんさん

ネク スマス
:′

￨

・GC国 産具材の五 目ち ら しでち ら し寿司を作る
・錦糸卵 を作る
・シフォンケ ーキ型 にす しを入れて型をぬき、
錦糸卵 を飾り、 まん中に レタスを敷いてお刺身
を飾る月

桑 ミートローフ 阜
―グのたねをパウン ド型に入れて、中に
ハンノヾ
ゆでたまご、アスパラガス、姉でたじゃがぃも
等を細かく切って入れます
オ ープ ンで焼いて、スライス します ♪

とも <ん ママさん

らいむさん
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き りとり
】②コース 【

③組合員番号 【
④ 【
市】⑤お名前 【
⑥ペンネーム 【

〜 プレゼン トクイズ 〜
○○○をつなくための基金inひ ょぅごに
l春 した
ご協力あι
lが こうごぜι

】
】
様】
・ 実名 OK

『黒糖 しょうがぱうだ―(180g)』 を
抽選で 4名 様にプレゼント♪

⑦クイズの答え

※プレゼントの抽選は募集テーマの採用とは別で行つています。
クイズのみの応募もお待ち しています。

③募集テーマ

〜 募集テーマ 〜
おすすめ
バレンタイン●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 ♪

⑨グリコミ紙面で取り上げてほしい事、感想など

12月 5日

(上 )必 着

応募専用 gc̲mldottn@yahoo.co.ip
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宛先

ールの場合は左記番号順にご記入<だ さい)
〒664‑0845

伊丹市東有 岡3‑73‑1

鮨

グ リーンコープ生活協同組合ひ ょうご 広報委員会
丁巨 L072‑rrr‑7641 FA× 072‑777‑7805

