
今年の梅雨は短くて、6月末には梅雨明
けでした。オレンジ色の元気な花が、空
に向かってのびのびと。元気をいっぱ
いもらいました。（岐阜市 みなみさん）

娘のアパートの入り口、目の高さの木で鳩が
卵を温めているようです。捕まるかもしれない
のに、ジーッと卵を温めている母鳩の愛に感
心しました。子育てを頑張っている娘と見守り
たいと思いました。（多治見市 あややんさん）

田植えのお手伝いをしました。お
いしいお米が秋に収穫できるとい
いな。（美濃加茂市 まなみんさん）

お互い好きなことをやっています。 主人が休みの日は、
主人が食事担当です。 朝昼晩三食、全て任せています。

（多治見市 ぽーちゃんさん）

旦那がお菓子・デザート担当なのでお小遣いから、毎
週金曜日に1週間分のお菓子を買ってきてくれます。 
「あーだこーだ」言いながら、週末のおやつタイムを過ごし
ます。 平日は夕食後にちょっと話すくらいです。

（岐阜市 ごーさん）

お互い個人の時間を尊重し、その上で休日を共に過ご
します。 食事は必ず一緒に取ります。 主人は、土曜日はテ
ニスに行きます。私は趣味のカゴ編み、読書、映画鑑賞。庭
仕事やコンサートは一緒に。　　　     （可児市 みいさん）

  お互いに干渉をしないで、用があるときだけ話すよう
にしています。 主人は畑仕事で暇つぶし、私はガーデニン
グをしています。主人が作った野菜は料理の一品にしてい
て、とても助かっています。　　 （岐阜市 ベルちゃんさん）

わたしのヒーロー！
家族や友人、ペット、はたまた
見知らぬ人の言動で救われた
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

● 何十年か前のクリスマス間近。娘のリクエストのプレ
ゼントが市内のお店になく半ベソをかいていた私に、友
人が「あそこのお店ならあるかもしれない」と愛知県まで
車を飛ばしてくれました。そのお店に１個だけ残っていて
手に入りました。そんな友人は遠くへ行ってしまい、なか
なか会えませんが…私のヒーローだと思っています。

（多治見市 ないすさん）

● 二十数年前、ドライブに行った先で思わぬ大雪に。大
渋滞に巻き込まれ、車に閉じ込められて家に帰れず、そん
な中テキパキと動いて頼もしく活躍してくれたドライ
バーさんが私のヒーロー。そして、今の主人です。結婚を
決めた大きなきっかけになったのは間違いありません。

（岐阜市 まいどさん）

● 父の介護中である私を週1回、映画や買い物、お茶な
どに誘ってくれ、愚痴を聞いてくれる友人。どれだけなぐ
さめられているかわかりません。この恩は忘れません。

（岐阜市 ちぇりーねこさん）

● 実家の母。長年子供ができず、不妊治療がうまく行か
なかったとき、無言で抱きしめてくれ「孫がいてもいなく
ても、嫁いでいたって大事な娘にかわりはないのよ」と言
われて、また頑張ろうと思えました。今では、6歳の娘の
成長を見守ってくれています。

（中津川市 うさぎっ子さん）

● 私のヒーローはSMAPのメンバーです。彼らの歌を口
ずさみながら子育てや家事をし、ストレスはコンサートに
行って発散しました。やはり、国民的アイドルはすごかっ
た。もう5人揃っては会えないけれど、彼らは私のヒー
ローです。　　　　　　　　　（多治見市 リオママさん）

● スーパーで泣きじゃくる息子を見て、通りすがりのお
じさんが「この子、大物になるわ」と一言。なぜか今もその
言葉を信じています。　　　　　　   （瑞浪市 伊藤さん）

● 無理やり押し付けられた役。質問攻めにあい困ってい
ると、スッと立ち、さっと納得のいく回答をしてくれた他
の役員さん。私のヒーローです。

（美濃市 ハッピーツインズさん）

● 子どもの入院でバタバタしていた時、飼い犬（柴）が
じっと見つめてきて、ゴロンと横になりお腹を撫でさせて
くれた時はホッとして疲れが軽くなりました。いつも割と
ツンとしているのに、こちらの心がわかるのかな…と思っ
て癒されました。　　　　　　　（郡上市 さんさんさん）

● スマホに変えてまだ日は浅いのですが、使いこなせず
見慣れない画面になってしまったり、チェックしたい画
面が出てこなかったり…。その度に、息子の助けを借りて
乗り越えています。息子は私にとってのヒーローです。

（大垣市 チョエコさん）

次号のおしえては

ねぇねぇ

9月11日（日） 土岐市　若人の丘陸上競技場

10月1日（土） 大垣市　浅中公園陸上競技場

10月9日（日） 岐阜市　メモリアルセンター補助競技場
※参加費として500円（保険料含む）を集めています。
※天候や新型コロナウイルス感染症の状況によって中止となる場合があります。
※詳細は今後発行される「週刊コープぎふ」でお知らせします。

かけっこ教室開催！

お問合せ コープぎふ  くらしの活動部   ☎058-370-6873 受付／9：00～17：00（月～金）

今後の開催場所・予定日一覧コープぎふはFC岐阜と一緒に、小学1年
生～6年生までのお子さんを対象にか
けっこ教室を開催しています。第1弾は高
山市で開催し、現役陸上選手の和戸達哉
選手をコーチにお招きし「早く走るコツ」を
教えていただきました。
第2弾は7月17日（日）各務原市で開催！

義父母は、夕食は一緒にとったり2人で出かけたりし
ますが、朝昼は各自で好きな時に好きなものを食べること
が多いようです。なので、 夜までは各自の予定で過ごして
いる と思います。　　　　　　　（可児市 のんママさん）

一緒にご飯を食べて、録画してあるテレビ番組を見て
います。 休日には、庭の手入れや買い物にも一緒に行き
ます。 私の親孝行にも付き合ってもらい、母と3人でお花
見にいったり、外食したりしています。

（羽島市 ハシビンさん）

平日はお互い仕事で忙しくしていますが、主人はドラ
イブ好き、私は神社巡りや季節の花を見ることが好きな
ので、 土日は一緒に出かけることが多くなりました。 友
人と遊ぶときは、快く「いってらっしゃい」と言えるので、 
今が一番よい夫婦関係かも…。 互いに何も求めていない
からかな。　　　　　　　　　　　（池田町 ビオラさん）

せっかく ご夫婦2人になったのだから、楽しまなくては。
我が家は夫婦2人で近場に出掛けたり、たまに外食したり、
お休みの日に楽しんでいます。（各務原市 まるちゃんさん）

別々にYouTubeを見ていたり、一緒の時は どこのどん
なコンビニスイーツがおいしいかを試したり しています。

（白川町 スマイルさん）

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）

娘たちが嫁ぎ、夫婦だけになりました。
お互いの時間を毎日どのように

過ごしていますか？
（岐阜市 グランマさん）

早い梅雨明け、猛暑が続く中、エアコンが故障！買い替えを決断しましたが、在庫切れ＆工事遅延。
これなら直ぐに…と言われた物は1番高いもの…。でも仕方ない、出費がぁ！

（瑞浪市 ツッチーさん）

畑に行ったらカラスが、もうすぐ収穫出来るトウモロコシをじっと見つめていました。
取られては大変とおっぱらったんですが、なかなかどうして、近くでじっと私達を見ていました。
（美濃加茂市 りんごちゃんさん）

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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