
目玉グミが好きです!!
（神戸町 うみうさぎさん）

家で育てているアロエが花を咲かせ
ました。花からは甘い蜜が垂れてくる
らしいです。
（大垣市 安部さん）

　個人情報に対する意識が高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、新たなリ
スクへの対応等の観点から見直しされました。
　4月1日改正法の主な内容としては、6か月以内に消去する短期保存データについて開示請
求の対象となります。また、開示方法についてご本人が指定できるなど緩和されたことなどが
あります。
　それによりコープぎふの「個人情報保護基本方針」を一部変更いたしました。
詳しくはコープぎふホームページでご確認できます。

近くの公園を散歩していたら蝋梅がと
ても綺麗で良い香りでした。まだまだ
寒い日が続いていますが、春はもうす
ぐそこでしょうか。（岐阜市 のむさん）

https://www.coop-gifu.jp/privacy/

  上の子（中学生）は小学校低学年から 洗っていまし
た。同じように、 下の子（小学3年生）は上の子と一緒に
なって、幼稚園のころから 洗っていたと思います。　　　

　　（岐阜市 まめさん）

  1年生から古い歯ブラシを使って、洗濯洗剤で 洗わせ
ていました。大きくなってからでは嫌がると思うので、きれ
いにならなくても1年生から始めるのが良いのでは。

（岐阜市 りなママさん）
 
  4年生くらいから 自分で洗わせたと思います。自分で

洗うと、洗う前と後の違いがよくわかるので、白くなること
が嬉しくて一生懸命洗っていました。

（北方町 ぶんぶんさん）

  母親が洗っている姿を見て、真似をしたそうだったら 
その時がチャンス。低学年ほどやる気が出ると思います
よ。 手に優しい洗剤で、ブラシでゴシゴシ洗い ですね。

（関ケ原町 春まちさん）

今だから言える、
新人やらかしエピソード
誰もが最初は新入社員。
新人時代の“失敗エピソード”はありますか？

今月のテーマ

子どもの上靴洗いについて。
子どもに自分で洗ってもらう場合、
何年生ごろから洗うように
させていますか？

また、皆さんはどのように洗っていますか？
（笠松町 しりとりさん）

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   5年生になってから 始めました。金曜か土曜の夜に、 

お風呂に入った時に 裸で（笑）洗ってもらっています。上
靴用のスプレー洗剤と靴ブラシ、上靴が入る容器を用意
してあります。洗い終わったら、私が洗濯機で脱水して干
しています。楽ちんです。　　　　　（可児市 ゆちさん）

  1年生から やらせていました。ただし、ほとんどを私が
やり、 最後の仕上げとしてブラシで こすらせて、水ですす
ぐだけ。 4年生からは、子どものみで 洗いました。汚れが
残っていても、自分で洗ったので文句無しです！

（岐阜市 ごーさん）

 幼稚園の頃は、親子で一緒に洗いました。 小学生から
は子どもに任せ、お風呂に浸かりながら 洗っていました。
たとえ洗い方が雑で汚れが残っていても、叱らないで1人
で出来たことを褒め、「助かったよ」と感謝します。だんだ
んと、上手く洗えるようになります。

（岐阜市 なぁちゃんさん）

 会社のパパ社員さんから コインランドリーの靴専用洗
濯機で洗った と聞き、時代は変わったな～と思いました。
私の時は、できてもできなくても、幼稚園からゴシゴシ
やっていました。懐かしいですね。　　（岐阜市 ぺぺさん）

84才の母。会うたびに「あそこが痛い、ここが痛い」と言い
ます。いつもなのでうんざりして、きつく返してしまいます。
どんな風に言ってあげたらいいのでしょうか？

（大垣市 やすやすさん）

● 上司が運転している車の助手席で居眠りをしていま
した（笑）　　　　　　（美濃加茂市 みさりんさん）

● 学生生活を卒業してすぐの頃、就職先の上司（部長）に
「先生！」と言ってしまったことです。（多治見市 ないすさん）

● 昨年社会人になった息子が、仕事で「往復はがき」を
初めて見て、全くワケがわからなかったそうです。復信の
時も半分に切らずにそのまま出し、会社で笑われたそう
です。　　　　　　　　　  　（可児市 まゆみママさん）

● 新人保育士として張り切っていた時のこと。Aちゃんの
年配のお父さんが迎えに来られたのですが、私は「Aちゃ
ん、おじいちゃんがお迎えだよ！」と言ってしまいました。
お父さんは笑って許してくださいましたが…。申し訳なさ
でいっぱいでした。　　　　（中津川市 おかめさん）

● 銀行員時代にケタを間違えました。新人で慣れていな
かったため、100万を1,000万と間違えて、翌日支店長室
に呼ばれました。　　　　　　　（坂祝町 ゆりままさん）

● 朝、電話で目を覚ましたら上司からでした。「就業開始
時刻を過ぎている」と言われ、血の気が引きました。車通
勤だったので「大丈夫、ゆっくりでよいから安全運転で来
て」という上司の言葉が本当にありがたかったです。　　

　　　　　　　　　　　　（高山市 なのさん）

● コンビニアルバイト1日目。添付のソースをつけたま
ま電子レンジで惣菜を温め、ソースは飛び散り悲惨なこ
とに…。　　　　　　　　　　（関市 さとちゃんさん）

● あまり他の地域に行くこともなく東濃地区で育ったた
め、自分の話す言葉が普通だと思っていました。勤務先
が名古屋でしたが、「電話の“もしもし”が東濃弁になって
いるよ！」と言われました。（多治見市 永遠の5才さん）
 
● 40年近く前の話です。先生になって初めての赴任先
は、各学年1クラスしかない小学校で、先生の数も10人
ほど。入学式で、いきなり歌の伴奏を頼まれ、練習はした
ものの、人前で弾いたこともなく、緊張して間違いだらけ
で、すごく恥ずかしかったです。その後、必死にピアノの
練習をして、何とか弾けるようになりました。　　　　　

　　　　　　（岐阜市 カズオさん）

● 数十年前のこと。保育園に就職し、お盆休みがあるも
のと思いこみ、さっさと東北旅行の計画をいれ、先輩の
ひんしゅくをかいました。　（瑞穂市 万年おばさんさん）

● 新人の頃、会社で受付の仕事をしていました。お客様
の社名と名前が聞き取れなかったのですが、恥ずかしく
て聞き返せず、しばらく待たせた挙句、先輩に「もう一度
聞いてらっしゃい！」と叱られ、もっと恥ずかしい思いを
して聞きに行きました。　　（可児市 たこにゃんさん）

次号のおしえては

ねぇねぇ

改正個人情報保護法による
　「コープぎふ個人情報保護基本方針」の

check!

改定のご案内改定のご案内

ろう   ばい

3月号「断捨離®のすすめ！」は、執着から離れるということが大切で、何でも捨てることが断捨離ではないことが
よくわかりました。暖かくなってきて家の中を見直すにはぴったりなので、ぜひ実践したいと思います!!

（高山市 さぁママさん）

今年で年賀状を卒業しました。結局、社交辞令で出している先が多かったので。
絵手紙を習い始めたので、親しい方に心を込めて書けたらいいなと思っています。
（恵那市 まっちぼうさん）
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