
2017.1  City Life Hokusetsu EAST 6

　地場野菜の「とれしゃき」コーナ
ーには庄内の契約農家から毎日
新鮮野菜が届きます。１月は葉付
き人参やかぶら、白菜などが並ぶ
予定。また、毎週金曜に大阪卸売
市場から届く鮮魚コーナー「とれ
ぴち」では、つばすや太刀魚が旬。
鮮度、価格、大きさが魅力です。

地元産の食材が
豊富に揃う

今月からはじまるコープこうべだより。各店のこだわりや魅力をお届けしていきます。

店長  
山村 勝尚さん

コープ桜塚 豊中市南桜塚2-1-10
206-6854-6111
営/9時～20時50分　無休（元旦を除く）

大阪府内の店舗一覧　

健康熟成鶏
（※日によって変わる）
健康熟成鶏
鍋用やわらかつみれ
321円

オススメ商品

特許取得の独自の熟成
工程により柔らかくジュ
ーシーに

かむかむ
おやつこんぶ
300円

オススメ商品

北海道産の
昆布使用

お好みソース  焼きそばソース
213円/各300ｇ

オススメ商品

かつおダシ香る
お好みソース、野
菜と果実が溶け
込んだ焼きそば
ソース

〈豊 中〉
●コープ東豊中
　豊中市東豊中町4-3-13
●コープ蛍池
　豊中市蛍池中町3-2-1
●コープ桜塚
　豊中市南桜塚2-1-10
●コープミニ桜の町
　豊中市桜の町2-1-6
●コープミニ泉丘　
　豊中市東泉丘2-14-20
●コープミニ城山
　豊中市城山町2-5-12
●コープミニ西緑丘
　豊中市西緑丘1-1-38

〈箕面市〉
●コープ箕面
　箕面市桜ヶ丘5-6-6
●コープ箕面中央
　箕面市坊島1-1-15
●コープミニルミナス箕面
　箕面市如意谷4-6-19

〈池田市〉
●コープミニ伏尾台
　池田市伏尾台3-4-1

●コープミニ井口堂
　池田市井口堂2-7-18
●コープミニ上池田
　池田市上池田2-4-6-101

〈吹田市〉
●コープ吹田
　吹田市五月が丘西1-1
●コープミニ山田
　吹田市山田東4-17-12-101

〈茨木市〉
●コープ茨木藤の里
　茨木市藤の里1-10-2
●コープ茨木白川
　茨木市白川2-2-10

〈高槻市〉
●コープミニ氷室
　高槻市氷室町4-2-5

〈豊能町〉
●コープ新光風台
　豊能郡豊能町新光風台2-18-5

〈島本町〉
●コープ島本
　三島郡島本町青葉1-2-10

コープこうべ くらしの情報センター
20120-443-100（無料・年中無休）
火～金：8時半～19時半　土～月：8時半～18時
※12/31～1/3は8時半～18時

地元の野菜
や鮮魚が豊富に
揃っています。

キッズ＆マム ドキドキワクワクの小学校入学。ランドセルを含めた「モノ」の準備はもちろん、行動
面での準備も必要になってきます。そこで先輩である現小学生ママと今春新1年生
になるお子さんがいるママに、どんな準備をしたらいいのかお話を伺いました。

親子でたのしく入学準備をすすめよう！

　小学校に入ると授業が始まるので「うち
の子、ちゃんと座っていられるかしら…」と
心配な方も多いのでは？ Yさんは4月の入
学に向けて秋頃から、机に楽しく向かえる
ようにえんぴつを使って解く迷路や簡単な
ドリルに取り組ませるようにしたそう。「でき
た時にはちゃんとほめて、達成感と自信を
少しずつ育んでいます」とYさん。Mさんも
「うちの子はじっと座ることに慣れていなか
ったので、まずは5分から始めさせました。そ
の際に『長い針が“12”のところから“１”に
なるまでやってみよう』と声をかけ、時間を
意識させました」と話す。時計を見る（読
む）、時間を守る、椅子に座るなど基本的な
生活習慣が身につけておくことが、スムー
ズに小学校生活をスタートさせるポイント。

時計の読み方と
机に向かう練習を

　朝の通学路は、通勤で急ぐ車も多く、子
どもだけの通学に不安を感じるお母さんも
多いはず。「道路の端を歩く、車の死角に
なる曲がり角に注意するなど、気をつける
ポイントを親子で実際に歩いてその場で説
明しました」とMさん。Hさんは「わが子の通
学路は信号機のない住宅街の道路。意
外と通行量が多く、中にはスピードを出して
走る車もあってみんなが危ないと認識して
いました。そこで地域委員会で議題に挙げ、
小学校に相談した結果、最寄りの自治体
や警察が歩行スペースの緑ラインをペイン
トしてくれました」と話す。また防犯面では
近所の人でも名前を知らない人にはつい
て行かないなど、「何が危険なのか」を親子
で確認して、ルールを決めておくことが安
全への第一歩と言えるかも。

親子で通学路を
歩いて確認しよう

　慣れ親しんだ幼稚園や保育園から、知
らないお友達が居る小学校生活が始まる
ことにドキドキしている子も。「漠然とした不
安を抱えていたので、“先生をはじめ、必ず
助けてくれる大人がいるから大丈夫。パパ
もママもあなたの味方だから”と安心できる
声かけをマメにしていました」とMさん。とく
に入学当初は大きな環境の変化から、子
ども同士のコミュニケーションをとるのが難
しいもの。「お友達とケンカになりそうにな
ったらすぐ先生に相談したり、嫌なことをさ
れたら、きちんと『やめてね』と自分の気持
ちを伝えることが大切だと教えました」とYさ
ん。まずは、自分からお友達に笑顔で挨拶
することを習慣づけるようにしたいもの。

自分の気持ちを
伝える練習をしよう

おすすめ入学準備グッズ

お話をうかがった子育てママ

絵柄の無い筆箱

透明窓付の雨傘防災頭巾＆カバー

入学までのスケジュール
自治体から入学のお知らせ

就学前検診
入学通知が届く
ランドセル・学習机の購入
学校（入学）説明会
文具や学校指定用品の準備
卒園式・謝恩会
小学校提出書類の準備
持ち物への名前付け
入学式

Yさん（30代）  年長女の子のママ
Hさん（40代）  小2男の子、年長女の子
Mさん（40代）  小1男の子、年少女の子

10月

11月

1月下旬
～2月上旬

3月

1月

4月

ふだんは教室の椅子
の背もたれカバーや
座布団として使え、い
ざという時には防災
頭巾になる優れもの。

透明な部分から前が
見える、安全面に配
慮した傘で、雨の日の
登下校をサポート。

授業に集中するため
にも筆箱はシンプル
なデザインのものを選
ぶのがおすすめ!

学習
習慣

安全
対策

コミュニ
ケーション

ゲームは昔のファミコンから最
新機種まで、壊れた本体や箱・
説明書のない昔のソフトでも。

受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719  https://toy-kaitoru.com/

ディズニー英語システム・七田式・中央出版など買取例は
多数。資格取得教材（フォーサイト・TAC）、有名塾の教材
や通信教育教材・知育玩具なども。

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲーム
などが自宅に眠っているなら、無料で出張買取をし
てくれる「トレジャー」に相談するのがオススメ！年間
50万点以上の買取実績を誇り、使用済みや欠品
のある教材でも査定OK。教材だけでなく、30年以
上前のゲーム機やソフト、子ども服など買取対象は
様々で、高額査定なのも嬉しいポイント。コレクショ
ン品など数十万円の買取や、業者さんからの依頼
も大歓迎！送料無料の
宅配買取もOKとのこと
なので問合せしてみよ
う。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう

　　

買い取り

特典「シティライフを見た」で（1月末まで）
買取額20％UP！

買取例
●仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
●子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
●絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

　　教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー
関西買取センター

　EMIRIOPARORARIなど、生地がすべ
てインポートの珍しいもので目を引くものば
かり。1か月前からできるオーダーは生地や
デザインなど気軽に相談できると好評で、オ
シャレなママは度々注文しているそう！ひとつ
一つ丁寧に作るのは子育
て中のママスタッフ。綿
100％など肌への優しさや
着心地、機能性もバッチ
リ。百貨店販売基準検査
に合格しているので、大切
な贈り物にもオススメ！

親子お揃いオーダーもOK！
発表会や入園入学式にひと際輝きそう！
ワンピースオーダー例
　　～100㎝ 9,800円～　
　　～120㎝ 15,000円～

CandyBuppieでしか買えない
オシャレなアイテムを楽しんで

ハンドメイドの
ベビー・子ども服

2072-683-2117

高槻市芥川町4-1-3
営/11時～16時半
日祝定休　　※イベント期間中は閉店

　　　　
CandyBuppie
〈キャンディーブッピー〉

高槻

1/18～24は松坂屋特別出展（2F）
「シティライフを見た」と1万円以上の購入で
オリジナルリボンor蝶ネクタイをプレゼント

スタイ1,900円（税
別）と同じ柄のくまの
キーホルダーでさり
気なくお揃い。

シティライフ福袋特典
1月中のオーダー受付で
ワンピース（お洋服）と同じ柄の
リボンをプレゼント

商品を
チェック！

JR高
槻

松坂屋

ミニス
トップ

しんあい病院
セブン
イレブン

171

柳原

アルプラザ
アクトアモーレ


