
庭の小菊が三色咲きました。
（可児市 みいさん）

保護犬を飼い始めました。山中に捨てられていて、殺処分寸前だっ
たようです。小さな音や人間に怯えてケージからも出れなくて、大
丈夫だろうかと心配していましたが、今では部屋の中を走り回り、
遊び疲れて寝てしまうようになりました。（東白川村 もなかさん）

先月恵那市で行われた「全国山城サミット」
に参加しました。明知城と岩村城にも登り、本
丸でサミットのゲスト春風亭昇太さんに出会
うことができました。（恵那市 夏草あおさん）

カルチャースクールの着物のリフォーム講座に行って
います。 帯からバッグを作り、着物をほどいて服を作って
います。 1枚作るのに長くかかりますが、着ない着物のま
まタンスにしまっておくよりいいです。

（60代／笠松町 ママイクコさん）

60才になった時、ほとんど処分しました。和ダンスだけ
着物が入っているので残しました。 着物は好きなものだ
け残してあります。 娘、孫が着るかもしれませんので。

（60代／恵那市 ナナちゃんさん）

 サイズ直しが出来る着物は、 お嫁さんサイズに直して
もらいました。 お宮参りとか七五三で、その着物をお嫁さ
んが着てくれました。　　　（60代／可児市 ごん太さん）

引越しの時にほとんど処分。 化粧台だけ残しました。
（40代／各務原市 かおママさん）

鍋に入れると
案外おいしい食材
鍋に入れて「ん!? 意外とおいしいぞ!!」
となった具材を教えてください！

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 私も物に対して感情移入してしまうので処分できませ

ん。まして親からなら…親が健在なら捨てられません。私
はもう 自分の性格的に諦めて、大切にとっておきます。

（40代／山県市 みきさん）

 婚礼ダンスは娘達の結婚を機に処分して、着物は高級
なもの、娘達の振袖、大島紬等、 タンスに収まる程度の数
点に絞り処分 しました。       （70代／岐阜市 chocoさん）

  処分する物を一緒に見てほしいと親にお願いして、納
得ずくで片付けました。 「残すべき物は残しておくといい」
という親の意見もいれつつ、お互いスッキリして片付けら
れました。　　　　　（60代／大垣市 かずちんさん）

 35年大切に使われてきたなら、 もう十分親御さんへの
感謝は伝わっていると思います。 なので不要なら、誰かに
譲ったり売りに出すのもいいと思います。

（40代／多治見市 きなこさん）

  タンスの扉をはずしてオープンクローゼットのように
使うと便利 ですし、引き出しはたまにしか見ないけど捨て
られない思い出の品を収納しています。プラスチック収納
ケースと違って昔のタンスは丈夫なので今も使用してい
ます。　　　　　　　（60代／山県市 ふみふみこさん）

好きなこと、興味のわくものをどうやってみつけますか？子
どもは独立。仕事も辞めましたし、色々動きたいとも思いま
せん。無気力状態。脱する方法はないものでしょうか？

（羽島市 ハシビンさん）

●  焼売 ですね。餃子は煮崩れするけれど、焼売はしっ
かり形を残して食べられますヨ。 （岐阜市 はるるん♪さん）

●  タマネギ を丸ごと入れるとおいしいです。
（岐阜市 くいかすっきーさん）

●  サリ麺！ 安い！おいしい！もちもち!! 韓国のだと思い
ますが、これはおいしいです！　　　（恵那市 enoさん）

● 仕上げに レタス 。火を通さずパリパリ状態のレタス
がおいしいです。大根おろしの搾り汁も捨てずに入れま
す。みぞれ風鍋です。　　　 （垂井町 おらうーたんさん）

●  大豆の水煮 を入れて、さらに煮込むと味が染みてお
いしくなったような気がします。たいていの種類の鍋に
合うと思います。　　　　　　　  （羽島市 楼埠燦さん）

● 鍋に入れる麺は、うどんではなく 焼きそば を使いま
す。麺が煮崩れしないし、のびない気がします。

（可児市 桜子さん）

● カレー鍋に 納豆 を入れると美味しいヨ♡
（中津川市 おかめさん）

● だし鍋に 焼き海苔 です。しゃぶしゃぶすると美味しい
です。　　　　　　　　（美濃加茂市 しーちゃんさん）

● 赤から鍋が大好きでよく食べます。 カマンベールチー
ズ を真ん中にドンと置き、ウインナー、トマト、キノコ、鶏
肉などを入れて食べるのもおいしいです。

（中津川市 いもちゃんさん）

● 鍋といえば白菜とネギ！と思っていましたが、白菜が
高騰していた年に キャベツ を入れてみたら美味しくて、
それ以来葉物はキャベツを入れます。（関市 2213さん）

●  さつまいも です。甘くておいしいです！
（大垣市 しきのんさん）

● 意外ではありませんが、 豚肉を胡麻油で炒めてから
入れる と絶品です。　　　　　（多治見市 星の姫さん）

● わが家では 冷凍のたこ焼き をチンしておいて、食べ
たい人がその都度入れて食べます。ふわふわと柔らかく
なって具材の種類も増えて、家族は好きなようです。

（池田町 すももさん）

● 好みが分かれるかもしれませんが、 じゃがいも を入
れるとほくほく、とろりとして美味しいです。何味の鍋に
も合いますよ。　　　　　（美濃加茂市 みえちゃんさん）

● 豆乳鍋に ほうれん草！ チーズも入れてリゾットにし
ます。　　　　　　　　　　  （岐阜市 なぁちゃんさん）

次号のおしえては

ねぇねぇ

結婚して35年を超えました。
結婚時に親が持たせてくれた

婚礼ダンスのセットや着物を、これから
どうしていったら良いか考えています。
親に用意してもらったものなので、

なかなか処分できません。
皆さんはどうしているのでしょうか？
（岐阜市 フルーツポンチ33さん）

窓断熱・サッシ
展示相談会

窓（ガラス）・サッシ専門業者が、
お悩みに合わせてアドバイスします！
※当日は、サンプル展示となります。

今年こそ解決しませんか？

◆開催日程　各会場10：00～16：00

11/25(金)・11/26(土) 恵那店 多目的広場

※年内の開催案内です。1月開催は住まいるコープ3号でご案内します。

（恵那市長島町中野2-5-1）

12/2(金)・12/3(土)
尾崎店 店頭スペース
（各務原市尾崎西町5-30）

大洞虹の家 会議室
（岐阜市大洞緑山1-1-5）

12/9(金)・12/10(土) 可児店 イートイン前
（可児市下恵土2817-1）

12/16(金)・12/17(土) 多治見店 2階会議室
（多治見市京町4-109）

日　程 会　場

結露 寒さ 騒音 老朽化防犯

お問い合わせ コープぎふ　住まいの事業部   ☎ 0120-706-866 受付／9：00～17：00（日曜休み）

見て！ 触れて！ 体感できる！ 予約不要好評につき
今年も開催

！

コロナ禍で身内や友人と会い、心を通わせることが少なくなり、こんな人生がいつまで続くのかと思うが、
それでも自然は変わっていく。紅葉が楽しみです。四季のある日本に生まれたことを喜びとしていこうと思います。

（関市 森さん）

ショックなことがありました！4歳の孫に「ばあばよりお友達が大事」と言われました！
仕方ないかなぁ…。
（多治見市 ばあばさん）

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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