
暑いね！ちょいアイスで冷やして
ます。
（岐阜市 ちゅらちゃんさん）

15年連続でツバメさんが我が家の車庫
に来ました。２回の子育てで９羽が無事
巣立ち。少しでも支援できたらと協力し
ています♪（岐阜市 れんげさん）

さくらんぼ狩りに行きました！
甘くて美味しすぎ～！ 幸せ!!
（美濃加茂市 まなみんさん）

美容液にはお金を少しかけて高いのを買いますが、 
化粧水と乳液は2,000円ぐらいまで のしか買いません。
年間3万5,000円くらいかけてますかねぇ。

（60代／笠松町 ママイクコさん）

もともと乾燥肌で、最近は特にしわ、たるみが気にな
るので以前より少し高めの基礎化粧品を使っています。 
クレンジング、マッサージ、洗顔、化粧水、オイル、クリーム
で月1万5,000円くらい。   （50代／可児市 フルートさん）

私も肌が弱いです。少し高いですがパラベンなどが入って
いない 天然系化粧品を使っています。毎月化粧品で1万
3,000円位 使っています。（50代／岐南町 にんたんたんさん）

年齢にあった化粧水などエイジングケアを使っていま
す。どのくらい使っているのか考えたことないですが…。 
美容液やシミ予防の美白乳液は１本1万円します。化粧品
すべてだと年間８～10万くらい でしょうか。

（40代／関市 ゆいはるさん）

空港で経験したエピソード
6月から入国制限が緩和されましたね。
国内外を問わずあなたが経験した
空港でのエピソードを教えてください。

今月のテーマ
組合員と ⇄ 組合員の情報交流

組合員さん
の

おしゃべり場

しゃべっ
チャオ 私も肌が弱いのですが、高くても合わないものは合わ

ないし安くても合うものは合うので、今は 安くても合うも
のに出会い3年ほどこちらを使っています。年間約2万円
です が、以前は3倍くらいかかっていたかも…。

（30代／瑞浪市 キラキラ☆さん）

年齢とともに肌もとても敏感になってきたような気が
します。メーカーを変えるのは、かなり勇気がいるので同
じものを使い続けています。 ローション、乳液、クリーム、
洗顔、クレンジングがセットで年２～４回（年間約4万円
位）ほど 購入しているでしょうか。

（50代／岐阜市 さと・みさん）

私も肌が弱く肌につけるものには気をつかいます。値
段に関わらず肌に合う同じものを長年使っています。 化
粧水、美容液、クリームを合わせて1万5,000円くらいで
3ヶ月くらいもつ と思います。

（30代／郡上市 めっきらもっきらさん）

 私も肌が弱く20代の頃は有名メーカーの高価な化粧
品を使っていました。今はコープのクラブコスメのスキン
ローション（高保湿）、モイスチュアクリームと、ナリス化
粧品のオールインワンゲルUVです。私には 高価な化粧
品よりシンプルな物が良かった みたいです。

（40代／岐南町 こうちゃんのママさん）

夫婦げんかの後の仲直りはどのようにしていますか？
（本巣市 甘栗さん）

● 出国前の免税店、誘惑に負けて買ってしまい荷物が増
えます。　　　　　　　　  　（多治見市 ピコママさん）

● 初海外で浮かれ、空港でお仕事中の警察犬を「カワイ
～」と、うっかりビデオ撮影してしまい、警察の方に
「NO!!」と怒られました。今考えたら怒られて当然。反省
しています。　　　　　　　　　　（岐阜市 きっちさん）

● 南米から日本への乗り換えでアメリカの空港を利用し
た時。コカの葉を間違って持ち込む人が多いらしく、入国
の際に確認されました。「コカの葉入ってない？」「ない
よ」「コカ…コーラは？」「好きだけど入ってないよ」爆笑。
こんなやりとりをしたのが思い出です。

（多治見市 さしす母さん）

● ワシントンの空港で、コーヒーの注文時に自分の名前
を伝えると「ケイト」と男性マークが紙コップに描かれてい
たことです。海外ではケイコはケイトと聞こえるのですね。

（本巣市 まっちゃんさん）

● 20才頃にカナダへ行った時、入国時のX線審査で
引っ掛かりました。原因は日本から持参したおやつの
「ポッキー」でした。見慣れないシルエットだったのか…
検査の方は大爆笑で、その後軽く謝られました。こっち
はドキドキ、冷や汗ものでした。

（多治見市 ちい美さん）

● インドネシアの地方の空港で、少し早めにチェックイ
ンしたら説明なしに呼ばれて（こっちに乗ってと、すごく
軽く言われて）1つ前の便に乗せられました。予約した便
と違うのですごく不安でしたが、到着地は同じでした。

（山県市 ステンドままさん）

● 色黒で、彫りが深い顔立ちの主人は、タイでとてもス
ムーズに入国できました。タイ人と思われていたようです。

（岐阜市 はまくまさん）

● 初めての海外旅行で荷物を待っている時に、自分の
バッグが目の前を通過していってしまいました。待ってい
たらまた来るという事を知らなかったので、慌てて追い
かけて、周りの人に大笑いされました。

（大垣市 かずちんさん）

● オーストラリアの空港で、自販機で飲み物を買おうと
して小銭が1枚足らずに困っていた時。通りすがりの地元
の親切な方がその小銭をくださってとても助かりました。

（大野町 ノー天気母さん）

● 教員です。仕事の研修でアメリカへ行った時。アメリカ
では小学校の先生も専門の教科しか教えないようで、入
国検査の人に「何の教科を教えているのか」と聞かれ、
「all subject」と答えたら「嘘だろ」と笑われました。

（可児市 にこさん）

次号のおしえては

ねぇねぇ

私は肌が弱いので、あまり安い
化粧水などは使わずにいたのですが、

皆さんは月もしくは年間、
いくらぐらい基礎化粧品に
お金をかけていますか？
（可児市 まきゃきゃさん）

8月号の「ねぇねぇおしえて」を読んで。夫婦の距離の取り方や、家事の分担を皆さん工夫されていますね｡
定年後、毎日家にいる主人も何か趣味があればいいけれど、無趣味なので今からすっごく不安です。

（美濃加茂市 ブタコマさん）

トウモロコシの皮を剥き、四等分にしてラップに置き、岩塩をかけて綺麗にくるくる包みます。
レンジで2本なら7分程チンするとラップが密封され、しばらく置くと甘い美味しい茹でトウモロコシになります。
（関市 みかさん）

わたしの

ひとこと
わたしの

ひとこと

はっしん
おうらい
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