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・小麦粉 ・卵白
・グ ラ ニュー糖
・豆乳
・天然塩

かぼち ゃ

るβカ ロ テ ン、ビ タミ ン

かぼち ゃは抗酸化作用があ

、ビ タ ミ ン な ど の栄養

成分を豊富 に含む緑黄色野

レ状にして練りこんだ シフォ

菜です。そのカボチャをピ ュー

ンです （
かぼちゃシフォンの

材料）小麦粉 ・おから ・卵 ・

三温糖 ・かぼち ゃ）

E

シフォンのフワフワ感がでる
といわれていますが、そのサ
ラダ油を抜いて、卵白とおか
らの力だけで今までの食感を
失わず、ふわふわしっとりの
おからシフォンを作ることができました！サラダ油を抜
くことでカロリーは25kcal減、サラダ油の危険性が問われ
ている現在、より健康的なおからシフォンを皆様にご提
供いたします。

C

ノンオイルしお

従来、サラダ油を使うことで

ちょ っと甘じょ っぱ いシフォ ンです。
ノ ンオイルにす ること でとろけ るような
食感 に変わりました。朝食にもぴ ったり
です ！
しお シフォ ンの材料）
（

サラダ油不使用のおからシフォン
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玉ねぎ
一年中出回っている玉ねぎですが旬は10月から12月。血液をサラ
サラにするなど様々な効用が知られビタミン類やミネラル類など
もバランスよく含まれています。、

＜こんな症状にも！＞動脈硬化、高血圧、糖尿病、夏バテ、
がん予防、血栓予防等
＜保存方法＞低温と乾燥に弱いので、紙袋に入れて通気が
良いバスケットなどで保存する。（野菜の教科書より）
＜我が家のおすすめ＞
～たぬき丼～
（材料）
玉ねぎ 2個、豚肉 100g、卵 4個、揚げ玉 適宜
（だし汁）だし汁300cc、三温糖 大2 、醤油 大4、

７ ・８ ・９ 月

みりん 大1
(作り方）
①玉ねぎは薄切り、豚肉は食べやすい大きさに切る。
②フライパンにだし汁を入れ火にかけ、玉ねぎを敷きつ
め、豚肉をのせる。肉に火が通ったら揚げ玉をのせ、
溶き卵を回しいれ蓋をする。
③どんぶりにご飯をごはんを盛り、②を汁ごとかける。

○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！
＊3組から受け付けています。
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？
＜ お問い合わせ ＞
TEL・FAX048-752-7533
携帯 090-9803-6737

○シフォンの日
①基本コース
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。
※随時受け付けています。（気の
あった友人3人以上とご一緒に！)
②ステップアップコース
＜毎月第2木曜日・第３水・日曜日＞
・ 11時～13時
※各コース定員⇒ 4名～6名

おからシフォン\160～

ロールケーキ1カット\180～

ラスク ￥100

おからベーグル \90～

お豆腐プリン等￥110～

お豆腐パン \100～
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~免疫力 を高め ましょう 「運動編 」~

200

1

1.5

1

20

人参サラダ

このまま器に盛 り食卓 へで
も いい のですが、今 回はサ
ンドイ ッチ の具財 にし てみ
ました。
ナ ッツが水 分を 吸 ってくれ

るので、 サ ンドイ ッチ の具

（
伽麗ママ）

財 にむ い ているとお も いま

す。

森 由香

（も り ゆ か ）

毎日コツコツと片付けを頑張っても、家族
が毎日その事を褒めてくれるわけではありま
せん。やはり頑張っている事は誰かに褒めて
もらいたいものです。
そこで頼りになるのが「仲間」です。同じく
らいの片付け意識を持っている人達同士で家
の写真を見せたり、片付けが進んだ時に話せ
るといいですね。
「片付け仲間」に褒めてもらったり刺激をも
らったりで片付けレベルも上がっていきます
よ。
□ 整理収納コンサルタント □ 整理収納アドバイザー1
級□ 整理収納認定講座講師 □ ルームスタイリスト1
級
□ファイリングデザイナー

イベント情報
子育て応援セミナー
6月30日に花積幼稚園にて、日々子育てに頑張ってい
るお母さん達対象のセミナーを開催し、整理収納の
森先生とコラボで食育のお話をさせていただきまし
た。

11/7（火）
親子クッキング（アートチャイ
ルドケア子育て支援センターコラ
ボ）
11/11（土）
スマイルフェスティバル出店予定
（染谷商事主催）

○工房開店7周年イベントのお礼

。

※１ホール1,600円から承ります。年末年
始のご挨拶にいかがですか？

南桜井販売のお知らせ
（毎月第1・第3木曜日）9時半～12時半
10/5, 10/19, 11/2, 11/16, 12/7, 12/21
*年末年始のお休みは12月28日から1月4日ま
でとなります。

○「ママローズ」のお知らせ！
ママローズでは定期的に岩槻養護施設と庄和の「子供の町」
2か所へおからシフォンをお届けしています。
9月には岩槻養護施設におからシフォンをお届しました。
12月にはクリスマスシフォンをお届けする予定です。

お知らせ

◇

ンと土曜 日 の ママカ フ ェはお休 み

11月⇒3，4，10，11，17，18，24，25
・12月⇒1，2，8，9，15，16，22，23

しばらく の間、金曜 日 のイートイ

・10月⇒6，7，13，14、20，21，27，28

ご 不便 おかけしますがよろしく

18時（第5金・土曜日はお休み）

させていただきます。

◇シフォンママ工房開店のお知らせ
〈10月・11月・12月予定 〉※営業時間10時～

～お菓子作り体験～
小さいうちから「食」の大切さ、楽しさを教えることはとても大
事なことです！その一歩として作る楽しさを一緒に体験しません
か♪（要予約）
日時：10月14日（土）、11月25日（土）
11時～12時（焼き時間含む）
場所：シフォンママ工房
体験内容：（10月）ミニピザ （11月）スイートポテト
対象年齢：3～6歳
参加費：200円
持ち物：子供エプロン（貸出あり）
クリスマス企画 親子でオリジナルデコケーキを作りましょう！
日時：12月23日（土）13時～15時
場所：シフォンママ工房
体験内容：おからシフォン（17㎝１ホール）
対象年齢：3～小6
参加費：3000円（17㎝シフォンケーキ1ホール代含む）
持ち物：親子ともエプロン、三角巾、シフォンを入れる器

お願 いいたします。

シフォ ンママ工房通信 号をお読 み
頂きありが とうござ います。

迎え ることが できました。 これも ひと

お かげ さま で今年 ９月に開店 ７周年を
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●屈伸と股割り運動
膝に手を置き、ゆっくりと膝の屈伸をする。
●8の字運動
両手を伸ばして頭の上に上げ、体をひねりながら空中で8の字を描く。
●ゆさぶり運動
リズミカルに膝の屈伸をしながら、腰を左右に、腕を前後に動かす。
●腕振り運動
伸ばした両腕を体の脇で振り子のようにできるだけ大きく振る。
（医学博士 安保 徹先生著書より）

工房イベント

シフォンママ工房の開店日
えに皆様 に支 え ていただ いたお陰 と感

謝し ています。

で、 一日 一日を大切 に過ご し ていきた いと思 っていま

今年もあと か月、あ っという間に過ぎ去 る日 々の中

す。

3

免疫力を高める効果バツグンなのが運動。筋肉を動かすことで発熱
し、血行がよくなります。また運動によってたまった疲労物質を取
り除くために体は筋肉に血液を送りこみます。それでますます代謝
がよくなるのです。お勧めは軽い体操や、ウオーキング、ラジオ体
操など。仕事の合間や夜寝る前などに、少しでも体を動かすことを
習慣づけましょう！運動の習慣は免疫力を高め、ストレスを跳ね返
す力をつけてくれます。

9月16日の7周年イベントにはたくさんの皆様ににご来店いただきありがとうござい
ました。当日は若い作家さんたちの小物販売やアルソア杉内様の「お肌のお手入れ方
法」、整理収納アドバイザーの森先生による「基本の整理術」のお話をいただきまし
た。これからもよりヘルシーなおからシフォンを目指して皆様に喜んでいただけたら
と思っています。

シフォンママ工房のシフォ
ンケーキは「美味しくて
ヘルシー」をテーマにす
べて手作りでお作りして
います。
毎週金・土曜日の工房開
店日以外にも予約注文を
承っています。
地方配送ご希望の方も是
非お問い合わせください。

＜ お問い合わせ ＞
TEL・FAX048-752-7533
携帯 090-9803-6737
シフォンママ工房
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人参サラダ
材料
・人参 ‥‥

・クリームチーズ ‥‥ ｇ
・酢 ‥‥大 杯
・オリーブ オイル ‥大 杯
・粉チーズ ‥‥大 杯
・粒 マスタード ‥‥大 杯
・塩 ‥‥少 々
・ナ ッツ （
クルミ、 アーモ
ンド等） ‥‥ ｇ

人参は千切りし ておく。
ナ ッツは少し歯ご たえがあ
る位に刻ん でおく。
ボ ールに、酢、 オリーブ オ
イ ル、 ク リームチーズを 入
れよく混ぜ合わせる。
次に、粉チーズ、粒 マスター
ド、塩、 ナ ッツを 入れまぜ
る。
そ こへ人参を 入れよ く合 え
る。

2017年（平成29年）10月1日

