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工房開店日以外のご予約のおからシフォンは
こちらからお選びいただけます。（緑色は季節
限定になります。）

シフ ォ ンは 、 型
抜きが以外と難し
いので毎回皆さん
に挑戦していただ
いています。

以前からシフォンケーキは大好きでした。
ネットで 近くのお店を探 していたと ころシ
フォンマ マ工房を見つけ ました。お からシ
フォンっ てどんな食感か なと思って 買って
みたとこ ろ、おからのぱ さつきのイ メージ
はなくし っとりしていま した。すっ かりお
からシフ ォンのファンに なってしま いまし
た。特に野 菜系のシフォンが好 きです。
（ ・ ）

M

生姜のはちみつ漬けとすり
おろした 生姜を入 れること
で風味豊 かな生姜 シフォン
が出来上がりました。
はちみつ が入って まろやか
になって いるので お子様に
も召し上 がってい ただけま
す！

おから生 姜シフォ ンの原材
料（小麦粉・生おから￥卵・
グラニュ ー糖・サ ラダ油・
生姜のはちみつ漬け・生姜）

生姜の効用
・全身を温める。
・血 液の循環 を良くし て発
刊させることで熱を下げる。
・気 道の粘膜 に潤いを 与え
るの でたんを 切り咳を 鎮め
る。
・殺菌作用
・消炎作用

おか らし ょうが シフ ォン

おす す め ！

I

教室 紹介！

ご意見・ご要望お待ちしています！

日々、皆様に喜んでいただけるよう新作シフォンを考案
中です！また工房通信も何かお役に立てる楽しい内容を
取り入れたいと思っています。ちょっとしたことでも結
構ですので何かありましたらお気軽にお声掛けください。

９月のシフォン教室風景
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缶 詰のゆで あずきを 使う簡 単小倉 シフォ
ン です。あ づきが甘 いので グラニ ュー糖
はだいぶ控えられます。
親 子教室は 男の子１ 人、女 の子６ 人のに
ぎ やかな教 室になり ました 。当時 幼稚園
だ ったお子 さんもも う３年 生！小 学校が
別 になって 会えなか ったよ うで久 々の再
会 にみんな 大はしゃ ぎ…シ フォン の腕前
も お母さん に見守ら れなが らみん な頑張
り ました。 ティータ イムで はオレ ンジ＆
チ ョコシフ ォンを召 し上が ってい ただき
ま した。ま たみんな で出来 るとい いです
ね。
一 般は３回 に分けて のレッ スンに なりま
し た。今回 はちょっ と泡だ て方法 を変え
て 、卵白の 泡がより ふわふ わにな るよう
に 工夫して もらいま した。 ティー タイム
で はごろご ろさつま いもと 黒ごま を入れ
た 季節のシ フォンを 召し上 がって いただ
きました。
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～季 節 の おか ら シ フォ ン ～

おからシフォン一覧表

寒い季節はやはり湯豆腐！そのお豆腐を
まるまる入れておからシフォンにしてしま
いました。水分を多く含んでいるので冬季
のみの販売となっています。かすかな大豆
の香りとまろやかな食感をお楽しみくださ
い。
おから豆腐シフォンの原材料（小麦粉、お
から、卵、豆腐、グラニュー糖、サラダ油、
香料）
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◇シフォンママ工房開店のお知らせ

（12月・１月・2月）

10月より毎月第1、第3木曜日に南桜井の染谷クリエイトでのおからシフォ
ンの販売が始まりました。10～15種類のおからシフォンをご用意してお
待ちしております！販売時間は10時～なくなり次第終了になります。
住所 春日部市米島1054－6 染谷第3ビル１F TEL048-746-2500

シフォンママ工房第 号をお読みいただき
ありがとうございます。今年も あと一カ月
あまり…皆様にとってはどんな 年1でしたか？
シフォンママ工房にとっては「 工房通信」
の発行、南桜井での販売開始、 雑誌に掲載
されたりと新たな出会いの増えた 年
1になり
ました。これも皆様のおかげと 感謝してい
ます。来年もより美味しいおか らシフォン
を目指してスタッフ一同頑張ります。

シ フォン ママ工 房の開 店

のツ ボ 首の 骨と 肩先 を
結ん だ中 央あ たり にあ り
ます 。人 差し 指と 中指 で
ツボをもみほぐします。
つぎに押しながら肩を内
回し と外 回し を各 １０ 回
ぐらい回します。
ツボ を刺 激す るこ とで 、
すっ きり 軽く なる ので 是
非お試しください。
ベ(ーグルママ）

１１月号は草加・越谷・春日部の特
集ということで春日部のスイーツに載
せていただきました。「雑誌を見たわ
よ。」と声をかけていただくことも増
え、益々パワーアップです！

かぶのカ レースー プ
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ちょっ とひ と工 夫！

「散 歩 の 達人 」 に 掲載 さ れ まし た ！

肩 こり 解消 ＝自 分で でき
る ツボ マッ サー ジ この
時期、寒くて体が縮こまっ
た り、 重ね 着を して 肩が
こ った とい うこ とは あり
ま せん か？ 肩こ りは 、長
時 間同 じ姿 勢で いる こと
に より 筋肉 にス トレ スが
かかり、血流が悪くなり、
疲 労物 質が 溜ま って 起こ
る そう です 。そ こで 、こ
りをほぐ
すツボを
ご紹介し
ます。
肩井（け
んせい）

お菓子作りが好きな方はもちろん、お菓子作りが初めての方でも大
丈夫！作った後は一緒にティータイムを楽しみませんか？
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○親子シフォンの日
親子で楽しくおからシフォンを作ってみませんか！
・毎月第３木曜日 １６時半～１８時
・毎月第４日曜日 １１時～１３時
１３時半～１５時
・各日定員４組
○シフォンの日
①基本コース（５回）
泡だての仕方、混ぜ方、道具の選び方等基礎から５回にわた
りおからシフォンを作ります。
・毎月第３水曜日 １１時～１３時（定員４名）
②ステップアップコース
・毎月第３日曜日 １１時～１３時、１３時半～１５時半

⒛ｇ、にんにく１片、水
豆乳
、塩少々
１、鍋にケチャップ、バター、オリーブオイルを入れて
から火をつけよく炒める。・玉ねぎを加えしんなりする
まで炒める。
２、カレー粉、バジルを加え香りが立つまで炒め合わせ
る。
３、水を少しずつ加え、リンゴ・にんにく・しょうが・
ロリエ・コンソメ・かぶを入れ煮込む。少し冷めたら豆
乳を少しずつ加え弱火で温める。塩はお好みで！大きめ
のかぶが手に入ったら丸ごと煮込んで食卓に並べて家族
の反応を楽しんでみては…葉は茹でてペースト状にして
加えると色もきれいで栄養も増します。かぶには消化酵
素が含まれ、葉の方には緑黄色野菜の中でカロテン・ビ
タミン ・C鉄・カルシウム・カリウム・食物繊維などが含
まれているので健康維持に役立ち風邪予防にもなるよう
です。しょうがは熱を加えると血行が良くなるという効
果が得られるようです。（伽麗ママ）

暑い夏が終わったと思ったら今度は一気に寒い冬が！
今から風邪に負けない体力をつけておきましょう。そ
のためには偏った食事にならないように気をつけて睡
眠と休養も十分にとってください。手洗い・うがいは
もちろんですが、身体を冷やさないことも大切です。
温かい飲み物をとったり野菜たっぷりのスープを食べ
るのもおすすめです。
ここでは全身を温め血液の循環を良くする生姜と咳止

携帯 090-9803-6737
◆お問い合わせ先 Tel 048-752-7533

めの効果が高いと言われているはちみつを使ったはち
みつ生姜の葛湯をご紹介します。身体の中からポッカ
ポカになりますよ！
材料）片栗粉小２、水小２、はちみつ小２～３、生
(
姜汁小１弱、湯
、
片栗粉と水を湯のみの中で
よく混ぜ湯を注ぎ、はちみ
つと生姜汁を入れよく混ぜ
る。身近な材料で手軽に作

～「 シ フ ォ ン の 日」 の お 知 ら せ ～

前号の「野菜たっぷり夏カレー」いかがでしたか？ご飯
にカレー、チーズをのせてオーブントースターで焼く焼
きカレー、食パンにカレー、チーズをのせてカレートー
ストなんていかがで
すか？他にアレンジ
があったら是非教え
てください。今回は
かぶのカレースープ
を紹介します。
材料かぶ１束（くし
切り） 玉ねぎ ２個
（薄切り）ケチャッ
プ大２、バター大１、
オリーブオイル大１、
カレー粉大１、乾燥
バジル大２、ロリエ
１枚コンソメ１個リ
ンゴ半分、しょうが

何か身体にいいことあるかな！
～ 風 邪 予 防～

南 桜 井 お から シ フ ォ ン 出 張販 売

１２月８日（土）、２２日（土）
１月１２日（土）、２６日（土）
２月９日（土）、 ２３日（土）
※営業時間⇒９時～なくなり次第
終了致します。
引き続きカレーの販売をいたします。
年末年始は12月28日～1月4日までお休
みさせていただきます。
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れますので是非お試しくだ
さい！

お菓子教室
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