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～ 季 節 のお か ら シフ ォ ン ～

ず

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。

月のシフォン教室風景

おす す め ！

出張講習
今回は南桜井のお客様の
ご自宅でお友達と二人で
クリスマスケーキのレッ
スンをしました。お二人
ともケーキ作りは初心者
ということでしたが失敗
なく美味しそうに出来上
がりました。クリスマス
当日、きっとお子様たち
に喜んでいただけた事で
しょう！

豊 春の友人からお からシフォン を頂き美
味し かったので買い に行ってみま した。お
店に はたくさんの種 類があってな んだか嬉
しく なってしまいま した。甘みも ちょうど
よく しっとりしてい て子供たちも 大喜びで
した。とっても夢のあるかわいいお店です。
（ ・ 三十代）

一時、黒のスイーツがはやっ
た時が ありまし たが、 その
時に思いついたのが黒ごま！
栄養満 点の黒ご まとす りご
まをダ ブルで使 ってい るの

K

で風味は 抜群！ご ま好きに
はたまらないシフォンです。
おから黒 ごまシフ ォンの原
材料（小麦粉、おから、卵、
煎り黒ご ま、すり ごま、グ
ラニュー糖）
黒ごまの効用
美.肌効果
・ダイエ ット（体 脂肪の減
少）
・コレス テロール の除・老
化防止
・便秘解消
・冷え症予防等

おか ら黒 ごまシ フォ ン

E

ゆ
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12
月の親子シフォンは親睦会を兼ねてクリス
マス会になりました。 年生のももちゃんと
みさきちゃんは一人での参加。一年生のこう
ちゃんはお友達とみんなで参加してくれまし
た！みんなで土台のケーキに好きなデコレー
トをしてもらって美味しいマイケーキができ
ました。今回は子供のころからの食の大切さ
をお話ししながら野菜中心のお料理を召し上
がっていただきました。野菜嫌いのお子さん
でも食べられるように視覚で楽しんでもらえ
る工夫を… 年生の二人はクリスマスに家族
に食べさせたいとイラスト入りのレシピを書
いて…二人とも喜んでもらえたかなぁ～。こ
うちゃんもちひろ君、まひろ君と一緒にデコ
レート頑張りました！私にはハートのケーキ
を作ってくれました。親子シフォンをやって
いて本当に良かったと思える時間でした。一
般の教室はコーヒーマーブルのシフォンロー
ルです。プレーン生地に濃厚なエスプレッソ
を入れてちょっとお洒落に仕上がりました。
クリームにもエスプレッソを入れています。
ロールケーキは比較的失敗の少ないケーキで
巻き方のコツをつかめば上手に仕上がります。
今回は真ん中にクリームを多めに入れた堂島
ロール風に作ってみました。きっと手土産に
もプレゼントにも喜ばれると思います。
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～ 笑う門には福が来る～
皆様には昨年中は大変お世話になりありがとう
ございました。
身体にやさしい情報をお届けしたいという思いか
ら始まった「シフォンママ工房通信」もおかげ様
で第6号を迎えることが出来ました。今年も皆様
に喜んでいただける楽しい情報を積極的に取り入
れていきたいと思っています。
さて、昨年の工房通信の中で免疫力のお話をしま
したが、笑う事で副交感神経が上がり免疫力が高
まると言われています。これは口角を上げること
で顔筋の緊張をほぐし心身にリラクゼーション効
果をもたらすそうです。笑顔は健康にもまた周囲
の人たちの心を和ませる素敵な力があるんですね。
今年はいつも笑顔でいたいと思います。
どうぞ皆様にとって今年が笑顔の1年となります
ようにお祈り申し上げます。
本年も宜しくお願いいたします。

月 日は 冬至で したが 、ゆず 湯
には 入ら れまし たか ？ゆ ず湯 に入 る
と肌 がス ベスベ にな る美 肌効 果や 冷
え性 やリ ュウマ チに も効 き、 身体 が
温ま って カゼを ひか ない とも 言わ れ
てい ます 。そん な冬 にぴ った りの ゆ
ずシ フォ ン。ゆ ずの はち みつ 漬け を
使い 風味 もいい ので 心も ほん わり し
ます 。お からゆ ずシ フォ ンの 原材 料
（小 麦粉 、おか ら、 卵、 ゆず はち み
つ漬け、グラニュー糖、サラダ油）
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初春のおよろこびを
申し上げます。
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ちょっ とひ と工 夫！
ゆ ずの 花 言 葉「 健 康 美」

ゆず一味

どうでしょう。種と焼酎（ ℃～ ℃）
を瓶に入れ毎日振って混ぜる。 週間
くらいで使えます。我が家では足に塗っ
ています。果汁はゆず茶、ポン酢やド
レッシングに加えてはいかがでしょう。
（伽麗ママ）
ベー グル はも ちも ちと し
た食 感で 噛み ごた えの あ
るパ ンで す。 ベー グル マ
マの ベー グル は、 国産 小
麦粉 ・三 温糖 ・あ ら塩 ・
ドラ イイ ース トを 使用 し
てい ます 。ベ ーグ ルと 言
えば ドー ナツ 型で すが 、
ハート型のオリジナルベー
グル を作 って みま した 。
暮ら しの 中で 日ご ろの 感
謝や 、あ りが とう の気 持
ちを 表し たく てハ ート に
しま した 。今 回、 濃厚 コ
コア を練 り込 んだ 生地 に
チョ コチ ップ を散 りば め
お口 の中 で甘 さが 広が る

ベ ーグ ルで す。 トー スト
す ると ココ アの 香り が一
層 引き 立ち ます 。も うひ
と つは プレ ーン 生地 に甘
酸 っぱ いク ラン ベリ ーと
ミ ルキ ーな ホワ イト チョ
コ を散 りば めた 相性 ピッ
タ リの ベー グル が出 来上
が りま した 。バ レン タイ
ン デー にご 主人 、パ パの
プレゼントにいかがでしょ
う か。 （ベ ーグ ルマ マ）

おからシフォンをご購入いただいたお客様に３００円に付ひとつポイント
が付きます。１５ポイント貯まりますとお好きなシフォンを１つプレゼン
ト！また身体にやさしい情報を取り入れた「シフォンママ工房通信」をお
届けいたします。

2月にはバレンタインに向け、ベーグルママ
のハートベーグルも登場します。お楽しみに！

ポ イン ト カ ー ド に つい て

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。いよい よ二〇一三
年がスタートしました。昨年は 暗い事件に
心を痛めた事も多々ありました 。またマヤ
の予言や外交問題に不安を感じ た方も多い
と思います。でもこうして無事 新しい年を
迎える事ができ、新たなスター トの年にな
る予感がします。どうぞ今年も 宜しくお願
い致します。

（1月・2月・3月）

カードをお作りすることになりました。どうぞご活
用下さい！販売時間は10時～なくなり次第終了にな
ります。

◇シフォンママ工房開店のお知らせ

にご来店いただけるようになりました。日ごろの感
謝の気持ちを込めて今年から自宅工房同様ポイント

シ フォン ママ工 房の開 店

その名の通り、食べて良しお肌に塗っ
て良し、果物のお医者さんみたいなも
のという人もいるようです。肌をなめ
らかにし血行を良くしてくれます。果
皮、果汁、種、どれをとっても栄養満
点。果皮に含まれるビタミン はレモ
ンの 倍、クエン酸はみかんの 倍、
共に消化吸収を助けてくれるそうです。
ゆず湯、薬味、お吸い物などに活躍。
そこでゆず一味を作ってみませんか。
ゆず ～ 個の皮の部分をすりおろし、
塩大 ～ 杯をよく混ぜ、次に粉唐辛
子小 ～ を入れ混ぜる。すぐに食べ
られますが一晩くらい置いた方が味が
なじみます。薬味としてお使いくださ
い。
また種も沢山入っているので化粧水は

年末、年始にかけ楽しいイベントで食べ過ぎていませんか？七草粥の七草は、
早春にいち早く芽吹くことから邪気を払うといわれていて、そこで、無病息
災を祈って七草粥を食べたそうです。年末から正月の疲れた胃腸の回復には
ちょうどよい食べものなんです。
その七草の効果はもちろんですが、日常冷蔵庫にあるキャベツやかぶも疲れ
た胃にはとても効果があります。また大根は消化を助ける働きがあります。
ここでは寒～い 冬にぴったりの常夜鍋をご紹介いたします。我が家の定番
のお鍋です！
、生姜スライス 片、大根半分

ら 生姜、豚 肉を入 れ、ピ ューラー で大根 を皮
を むく要領 で長い まま鍋 に入れて いく。 最後

携帯 090-9803-6737

初めは知らない土地だということでちょっと不安もありましたが、クリク
リエイト＆プラザの宇野先生初め周りの方々に支えられたくさんのお客様

◆お問い合わせ先 Tel 048-752-7533

南桜井販売もお陰さまで順調です！10月からスタートした南桜井の販売。

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？

2 25

、薄口 醤油大１、 酒

100
cc

南 桜 井 お から シ フ ォ ン 出 張 販売

○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
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に 茹でたほ うれん 草を入 れて出来 上がり ！汁
に 味がつい ている のでそ のままで も大丈 夫で

～ 「シ フ ォ ン の 日 」 のお 知 ら せ ～

4 3 6

（材料）ほうれん草 束、豚バラ肉

（煮 汁）だし汁
塩小

1

作(り方）ほうれん草は固めにゆで水にとって
半 分に切る 。卓上 鍋に煮 汁を入れ て煮立 った

3
C

住所 春日部市米島1054－6 染谷第3ビル１F TEL0
48-746-2500 （りそな銀行駐車場隣）

１月１２日（土）、２６日（土）
２月９日（土）、 ２３日（土）
３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。

6

300
g
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すが、ポン酢につけても美味しいです。

お菓子教室

C

3

2

2
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何か身体にいいことあるかな！
～ 疲れた胃を休めましょう！～
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