
秋が近づいてきました。青いイガの
中には赤ちゃん栗。立派に成長し、
イガから飛び出す栗たちが待ち遠
しいです。（関市 れおあいさん）

秋の味覚「梨」を求めて美濃加茂市へ。農家レストランで
添えられたドライフルーツが自然な甘さと香りで大好き
になりました。この店の女主人？猫のリンちゃんの横柄な
態度がめちゃかわいいんです! !（多治見市 あややんさん）

最近、空を眺めて雲を撮るの
が楽しいです。
（瑞浪市 土屋さん）

 メッセージアプリを使います。 面と向かって謝るのも
癪だし、言葉なら考えながら打てるので、余計なことを
言ってまたケンカになるのを防げます。（瑞浪市 伊藤さん）

うちは基本的にその日のうちに仲直りはできないので
（お互いに意地っ張り）、必要なこと以外話しません。その
代わり、 次の日は何事もなかったかのように 朝「おはよ
う」から始まります。　　 （美濃市 ハッピーツインズさん）

 申し訳ないなと思い当たる人がケーキやアイスクリー
ム等、 甘いものを購入して「一緒に食べよ」と声かけ して
食べるといつも通りの生活に戻れます。

（本巣市 りんごジャムさん）

「 私も謝るからあなたも謝ってよね!! 」と言います。
（美濃市 るるさん）

 同じ趣味の山歩きに誘ったり、ジムに誘って一緒に筋
トレをしたりして 会話を増やすよう心がけます。

（大野町 ノー天気母さんさん）

おすすめの博物館
文化の秋！皆さんが行って楽しかった、
勉強になった博物館（美術館・科学館・
動物園など）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  相手にどうしても頼まないと解決しないことをさらっ

と普通に頼んで「ありがとう！」と言うなど、 絶対に返事が
必要な会話に持っていき普通に過ごします。

（岐阜市 りなママさん）

 しばらく 時間を置いて、何事もなかったかのように話
しかけます。 旦那からは絶対に話しかけてくることがな
く、その態度にもイラつくので、自分が折れる様にしてい
ます。　　　　　　　　　　　　　（養老町 はれさん）

  冷静になり、本当に伝えたかったことをきちんと2人で
話し合うようにしています。 想いがぶつかったことに対し
て、改善策を考えるようにしています。

（多治見市 ピコママさん）

 滅多に夫婦喧嘩しませんが、 「ご飯何食べたいー？」
など自然と話しかけます。　　　 （可児市 musicaoさん）

 夫婦のどちらかが 仕事へ出かける前には、お互い水に
流すことにしています。 東日本大震災を見て、出かけてし
まったらもう2度と会えないかもしれないと思ったので、最
後は笑顔で「行ってらっしゃい」「行ってきます」をします。

（岐阜市 まりさん）

高校生の息子は携帯ばかり見ていて、小さい子のように言
う事を聞いてくれる訳でもなく、ほとんど「うざい」「キモい」
など会話にならない事しか言わず、どうしたら良いのか悩
んでいます。もうすぐ成人の子への対応が知りたいです。

（関市 はすみママさん）

●  中津川市鉱物博物館／岐阜県中津川市
入場料も大人330円（2022年9月時点）と安く、中津川の
鉱物がここぞとばかりに展示してあります。無料で水晶
探しもでき、すごく楽しいです。博物館の周りは自然の中
で、お散歩コースがあります。外でお弁当を食べることも
でき、大好きな博物館です。（中津川市 いもちゃんさん）

●  福井県立恐竜博物館／福井県勝山市
恐竜大好き！大はまり中の６才の息子を連れて行き、とて
も大興奮でした。映画「ジュラシック・ワールド」の影響も
あり、大変込み合っていましたが、恐竜時代にタイムスリッ
プしたような体験ができ、息子もいい経験になりました。

（高山市 たーちゃんさん）

● 世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ／岐阜県各務原市
身近な生き物ならその辺で見られるじゃん！と思いなが
らも入館したら、素晴らしい世界が広がっていました。世
界中の川に生息する生き物にも出会え、大人でもワクワ
クする水族館でした。オアシスパークや自然発見館もあ
り1日遊んで学べます。　　　　　  （恵那市 くわじさん）

●  内藤記念くすり博物館／岐阜県各務原市
入場無料でこんなに良いところは滅多にないと思います！
薬の勉強にもなるし、植物園もおススメです。

（可児市 かっぺりーにさん）

●  フェザーミュージアム／岐阜県関市
刃物会社の博物館ですが、お子様でも充分に楽しめる体
験型の展示物があります。刃物祭りの時期に大賑わいし
ています。小学校などの受け入れはもちろん、一般の方も
入館できますよ。　　　　　　（岐阜市 めんちゃんさん）

●  ルーブル彫刻美術館／三重県津市
フランスのルーブル美術館の彫刻を型どりした物（実物
大）がズラーっと並んでいます。（各務原市 娑羅双樹さん）

●  神戸布引ハーブ園／兵庫県神戸市
ハーブ園までロープウェイで登ります。神戸港も見えて景
色は最高。あじさいが好きなので6月ごろに行きましたが、
いろんな種類のあじさいが本当にきれいでした。近かった
ら何度も行きたい場所です。 （垂井町 おらうーたんさん）

●  安曇野ちひろ美術館／長野県北安曇郡
いわさきちひろ美術館に行きました。私は絵が好きなので、
とても気持ちが穏やかになりました。長野県ですが、もう一
度行ってみたいと思います。（白川町 サザエさん大好きさん）

●  ヤンマーミュージアム／滋賀県長浜市
県外ですが、おすすめです。子どもから大人まで楽しめ、
アスレチックがあったり、農作業にチャレンジできたり、
歴史を見たりでき、農業への考え方や見方を見直すきっ
かけになりますよ。　　　　     （可児市 まきゃきゃさん）

次号のおしえては

ねぇねぇ

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）
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岐阜市が食育事業として取り組む、未就学児を対象とした家庭での
調理体験実習「おうちでキッズトントン」に協賛します。企画参加者に
配付する食材（COOPみんなのコープカレー、COOP野菜たっぷり
和風ドレッシング）等の提供（販売）と、事業のお知らせチラシを配布
し、生協のご案内を行います。

岐阜市食育推進事業
「おうちでキッズトントン」企画協賛・協力について21 7月期決算について承認しました

単位：百万円

7月度事業結果 7月実績 予算差

2,327 -13商品の供給高

2,406 -12総事業高

500 -18事業経費

69 17

累計実績

9,307

9,611

1,980

386

予算差

-91

-90

-82

136経常剰余金

48 12 270 95当期剰余金

出資金 46億9,838万円　一人当り出資金 18,413円
組合員数 255,155名　計画比 99.9％（加入783名）

しゃく

※開館時間や休館日、入館料などについてはそれぞれご確認ください。

基礎化粧品、高いものは効果があるような…。シミはしばらくしてから出現するのでサボらなければよかった…。
産休中で美容（スキンケア）をケチりすぎました。（9月号「ねぇねぇおしえて」を読んで）

（高山市 るぷぷさん）

もう、秋はすぐそこまで来ているのですね。ファミリーの大好きなおはぎを作ろうと思っています。
あんこ、きなこ、高山から取り寄せたあぶらえ（えごま）の3種を準備しています。
（岐阜市 メロディさん）

わたしの
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