
キムタクが訪れた岐阜城まで登
山をしてきました。いまだに岐阜
に来たことが信じられません!
（岐南町 つぶあんさん）

何年かぶりに家族とディズニーラ
ンドに行きました。夜のシンデレラ
城がとてもきれいでした。また行き
たいです！（瑞浪市 ハルさん）

バレンタインの思い出
甘い思い出や苦い思い出など、
バレンタインにまつわる思い出を
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  リンゴ酢に出汁パックを入れて作った出汁酢に、オ

リーブオイル、塩コショウ、醤油などを入れて ドレッシン
グ を手作りしています。      （美濃加茂市 みえちゃんさん）

  甘みそ 。赤みそ100g、砂糖100 g、料理酒50 gを鍋で煮
ます。お弁当箱に入れて常備しています。何にでも合いま
す！ご飯に乗せてもOK！（美濃市 ハッピーツインズさん）

 剥いたニンニクを醤油に漬け込むだけの ニンニク醤
油 を作っていました。チャーハンに使うとおいしいです。

（岐阜市 ちぇりーねこさん）

  しそ醤油 。醤油またはだし醤油にしその葉を漬けま
す。しそ風味の醤油は納豆や野菜の漬物に。しその葉はお
にぎりの海苔の代わりになります。  （大垣市 けななさん）

 刻んだあじめコショウと醤油で あじめコショウ醤油 。
ピリ辛でおいしい！お魚にかけてもお肉料理にも何でも
合います。レモンやすだちを足したら、 辛ポン酢 にもなっ
て万能です。　　　　　　　　　       （恵那市 enoさん）
※あじめコショウ…唐辛子。飛驒・美濃の伝統野菜。

  自家製ポン酢 。醤油と米酢にみかんやレモン等柑橘
系の果汁を混ぜます。家にポン酢がないときに代用しま
す。分量は適当です（笑）    （各務原市 ぽっぽちゃんさん）

普段、献立はどう決めていますか？夕食作りに掛かる時間
は？時短で作れるものが知りたいです。毎日、保育園の迎え
に塾の送迎で夜は時間が足りません。（大垣市 けいこさん）

● パートで働いていた45歳の頃、60円位のハートチョ
コを荷物係の2人のおじ様にあげたら、2千円もするア
マリリスの球根のセットをもらい、びっくりしたことがあ
ります。　　　　　　　　　（笠松町 アーチャンさん）

● 女子高、女子大だったので、あこがれの先輩や先生に
贈るのが習慣でした。放課後に呼び出されたり、机の中や
手渡されるなどで11個ほどもらって帰りました。共学の
兄よりも多かったです。　　　（各務原市 みーにゃさん）

● 中学2年生の時、初めてバレンタインチョコレートを
渡しました。次の日にもらったお礼の手紙、45年経った
今も大切にしています。（中津川市 おかめちゃんさん）

● 子どもが年少さんの頃、「好きな子にあげる」と言って
一緒にチョコを作りましたが、いざとなると恥ずかしくて
渡せませんでした。ちょうど歯医者の予約があったので、
チョコは先生にあげました。先生は驚いていましたが、お
返しに歯磨き粉と歯ブラシをいただきました。

（大垣市 kazuちんさん）

● 携帯電話がない頃、高校の帰りに駅で待ち合わせて、
チョコを渡そうとしていた友人が泣いていました。待って
も相手が来なかったからです。家に帰ってその人に電話
をしたら、発熱で休んでいました。今では考えられない切
ない出来ごとでした。　　　　　（羽島市 びろこうさん）

● 小学生の頃、友達とキャッキャッ言いながらチョコを
選び、野球少年団のエースの男の子の自転車カゴにチョ
コを入れて逃げるように隠れたのは良い思い出です。後
日、すれ違いざまに｢美味しかったよ｣と言われ、心臓が爆
発しそうなくらいトキめきました!!対応までイケメンだっ
たあの子は今どうしているかなぁ…。（岐阜市 きっちさん）

● バレンタインにクッキーをたくさん作って大きな箱に
詰めて行き、クラスのみんなに食べてもらったけれど、好
きな人だけには「よかったらどうぞ」の一言が言えなかっ
たです。ほろ苦い思い出です。　　  （関市 まいまいさん）

● 息子が中学生の時、もう母親から貰っても喜ばない
と思い準備していませんでした。テーブルの上にあった
正露丸の箱をチョコレートと勘違いしてお礼を言われ
ました。　　　　　　　　　（高山市 スカちゃんさん）

● 娘が4年生の頃、チョコクッキーに挑戦。主人は「誰に
あげるのか！」とご機嫌ナナメ。大苦戦して出来上がった
クッキーは、その夜に家族みんなでいただきました。主人
は涙…(^^)　　　　　　　（高山市 だしまき玉子さん）

● 孫たちにバレンタインのチョコレートをあげたら、ホワ
イトデーのお返しに髪を留めるバレッタをプレゼントして
くれました。それを選ぶのに20分以上迷って選んでくれ
たそうです。宝物です。　　　　（瑞浪市 ペコちゃんさん）

次号のおしえては

ねぇねぇ

うちの柴犬は、お腹が空くと食器を咥
えて「ごはん頂戴！」アピールをします。
すごくかわいいです♪
（多治見市 柴犬さん）

問い合せ先

問い合せ時間 土・日曜日を除く9時30分～17時00分

生活協同組合コープぎふ 本部経理グループ
℡058-370-6862 fax058-370-6868

　コープぎふ定款第10条第2項の規程に基づき2021年3月20日までに住所不明となった組合員は、脱退の申し出があったものとみなし、理事会
の承認の上、2023年3月20日の事業年度末に脱退として手続きをいたします。
　毎年、通常総代会終了後の７月中旬頃に「総代会報告及び割戻金のご案内通知」をお届けしております。その結果、あて先不明等何らかの理由
でお届けできなかった組合員に対しては、電話及びハガキによる所在確認を行っています。その後、３年続けて登録された住所では連絡がとれな
い組合員を住所不明組合員としています。

公  示
2023年2月1日　理事長　大坪　光樹

●該当する組合員のお名前は、宅配支所・店舗・本部でご確認いただくこ
　とができます。
●申し出等により住所が確認できた方は、引き続きコープぎふの組合員と
　させていただき、脱退の手続きは行いません。
●自由脱退後もお申し出をいただいた場合は、再加入または出資金の返
　還等の手続きが行えます。

　また、住所不明の組合員へは１月中旬に住所確認のお知らせハガキを郵
送しておりますのでハガキが届いていましたら、最寄の支所・店舗や下記、
問い合せ先までご連絡いただきますよう、お願いいたします。

住所不明組合員の脱退手続きのお知らせ

野菜たっぷり和風ドレッシング、またはたまねぎドレッ
シングとマヨネーズを約1：1で混ぜて タルタルソース と
して使っています。らっきょうやゆで卵があれば入れます。
　　　　　　　　　　    （可児市 ミコちゃんさん）

焼き肉のタレ 。醤油大さじ3、砂糖大さじ1/3、みりん
大さじ3、湯大さじ3、ゴマ油大さじ1、白すりごま小さじ1、
おろしニンニク小さじ1/2、コショウ。（スリゴマを入れる
と、タレに適度なトロミがつきます）最初に砂糖と湯を混
ぜて砂糖を溶かしてから、他の調味料を入れます。

（可児市 さゆなおままさん）

万能だし塩 。乳鉢で塩をすります。すり鉢ではなく乳
鉢を使うことで粒子が細かくなります。本だしや昆布茶な
どを混ぜて、天ぷらや餃子、からあげ
など、少し塩味が欲しいときにつけ
ます。私はゆかりや中華だしなどい
ろいろ作って試しています。
（多治見市 チヨチヨさん）

塩麹や味噌、ケチャップ等
手作り調味料にはまっています。

皆さんの家庭の
手作り調味料は何ですか？
（川辺町 だいふくさん）

2歳3カ月になった子どもが、最近、単語を色 と々話せるようになってきました！
これからの成長がもっと楽しみです。

（安八町 みぃさん）

保護犬を飼い始めたもなかさん。素晴らしいご家族で、幸せなワンちゃんですね！
涙が出ました。私は同じことができるか…（12月号「発信往来」を読んで）
（恵那市 Rtsさん）
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