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（
赤米 シフォ ンの材料）

・赤米粉
・卵
・おから
・三温糖
・こめ油

ゆ ず

乾 燥 、 む く みな ど 気 に

寒 い冬 にな ると冷 え、

み に効 果が あ る、 ゆず

な り ま す ね。 そ んな 悩

フォ ンです。

を 使 った 風味 豊 かな シ

粉 ・お か ら ・卵 ・グ ラ

ゆず フォンの材 料 （
小麦

ニュー糖 ・ゆず茶）

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。お陰さまで昨年は工房
開店7周年を迎えることができ、これも皆様
のおかげと感謝しております。
さて、以前にも笑顔のお話をいたしました
が、「笑い」と「健康」は深い繋がりがあ
るようです。また自分が笑顔でいることで
周囲の人達を元気にする効果もあります。
どうぞ今年も皆様にとって「笑顔」の1年に
なりますようお祈り申し上げます。本年も
よろしくお願いいたします。

赤 米

今年もよろしくお願いいたします

春 日部 の赤米を使 った小麦粉 不使用 のシフォ
ンおから シフォ ンです。米粉とおから の効果 で
とろけ るような食感になりました。
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かぶ
一年中出回っていますが春は3～5月、秋は10～11月がお
いしい。根にはデンプンを分解するアミラーゼが豊富です。
＜こんな症状にも！＞胃もたれ、胃炎、胸やけ、イライラ、、
せき、貧血等
＜保存方法＞買ったらすぐに茎を切り落とす。根はポリ袋
に入れて冷蔵庫の野菜室へ。葉は塩ゆでし、冷凍しておく
と煮物や炒めものに便利。（野菜の教科書より）

＜我が家のおすすめ＞
～赤かぶの甘酢漬け～

（材料）
赤かぶ 1個、

・

10

（漬け酢）酢 70cc、三温糖 60ｇ 、塩少々

・

11

月

12

(作り方）
①赤かぶは縦に4等分して薄くスライスし塩５gをまぶし
ておく。
②酢、砂糖、塩を鍋に入れ煮て冷ます。
③かぶから水分が出るので絞って冷めた漬け酢に入れよ
く混ぜる。

○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火曜・水曜日・第３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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~低栄 養~

5

蕪とウイ ンナー の
炒 め物

ウイ ンナー、茹 でた葉を入
れ、塩 コショウ で味を調え
て出来上がり です。
残 った蕪 の葉 は冷凍し てお

くと、味噌汁 の青味 になり

ます。 （
伽麗ママ）
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蕪とウイ ンナー炒めです。
蕪 ‥‥ 束
ウイ ンナー ‥‥ 本くらい
塩 コショウ
オリーブ オイル

蕪 は小さい物だ ったら、
当分位 に、葉 は、茹 でて 、
セ ンチに切 っておく。
ウイ ンナーは斜 め切りにし
ておく。
少し多め のオリーブ オイ ル
で少し柔らかくな るま で炒
める。少し焦げ 目がか つく
くらいが いいと思います。

2018年（平成30年）2月1日

（も り ゆ か ）

森 由香

片付けの何が大変なのか、と言うと今まで持っ
てきたモノに対しての断ち切り方が難しいから
なのです。
今の暮らしで「片付けなくては・・・・。」と
思っているなら、やはり、モノを自分で管理で
きる数にまで減らしていかないと片付ける事は
できません。
もし、「もったいない」と思う気持ちが邪魔し
ているのなら、無料でもらったモノ、1000円以
下で買って使っていないモノなどから処分して
みるといいですね。
捨てる、という練習を始めてみてください。だ
んだん上手に捨てられるようになります。
□ 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

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。

最近、よく耳にする「低栄養」
「低栄養」とはエネルギーとタンパク質が欠乏し、健康な体を維持するのに
必要な栄養素が足りない状態をいいます。特に高齢になると、ものをうまく
食べられなくなったり、消化機能が落ちたりすることで、栄養や水分を摂れ
なくなることがあるため、低栄養に注意が必要なのです。
先ずは、簡単に済ませがちな朝食や昼食、間食にも卵、乳製品、肉や魚、野
菜などもプラスしてみましょう。また、３食でなるべく異なるいろいろな食
材を使うと、栄養のバランスが充実します。わかっていてもなかなか実行す
ることは難しいですよね。そんな方はちょっとした工夫で、おいしく楽しい
食事を演出し、食欲を引き出しましょう。
○食器や盛り付けを変える。
○食べる量の少なさは高エネルギー食でカバーする。
○いつものメニューにプラスしてエネルギーアップ。
○たまには、気分を変えて外食を。
是非、出来ることからトライしてみてください。

子育て応援プ チ情報①
私たちの身体は食べた物でできています。
先ずは、食事に興味を持たせるところから始めましょう！
①子どもと一緒に作れるメニューを考える（カレー、シチュー、餃子等）
②一緒に買い物に行く。（親子で楽しむ）
③子供ができることはお手伝いさせる。（自信を持たせる）
④食事のときに手伝ってくれたことや調理の仕方などを話題にする（褒める）
また、子供は大人に比べて、色や形に対してずっと敏感です。同じ材料で作った料理
でも、色や形が楽しければ、いままで食べなかったものを食べたり、いつもより多く
食べたりすることがありますよね！たとえば人参の苦手な子でも、花の抜き型や動物
の形のクッキー型でくりぬいて作ると、子供はとても喜びます。また、可愛い彩りの
いいフォークやスプーンもそろえてみましょう！子供の食欲をそそり、食事に興味を
持たせることが大切です。

○イベント情報

子育て支援センターから可愛いお客様が遊
びに来てくれました！（ハロウィン）

4月22日（日）春日部藤まつりに参加予定
その他、スマイルフェスティバル等に参加予定です。
決まり次第ホームページでお知らせいたします。

工房イベント
～Sweets キッズ～
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、健康を考えたおやつ作
りを通し食に対する興味や関心を高め、親子のコミュニケー
ション・楽しい時間を一緒に体験しませんか♪（要予約）

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

周年を迎え、今年 は

7

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。

また新たな 目標 に向 か って頑張 ってい

お陰 さま で昨年

83

始のご挨拶にいかがですか？

シフォンママ工房の開店日
きた いと追 っています。

中学時代 の 歳 と 歳 のお 二人 の恩師 は、現在も目標
を持 って生 き生 きと生活され ています。 それは健康だ

いろいろチ ャレ ンジ いきた いと思 います。

からこそ叶 うこと で、今年 はそ の 「
健康」を テー マに

91

※１ホール1,600円から承ります。年末年
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◇シフォンママ工房開店のお知らせ
〈1月・2月・3月予定 〉※営業時間10時～18時

会費：200円（お子様1人につき）
場所：シフォンママ工房
時間：11時～12時
日程・体験内容
2月10日（土）スノーボール
豆腐・豆乳
24日（土）野菜クッキ生おから・おから
3月10日（土）みたらし団子
24日（土）みたらし団子 パウダー等を使った
４月14日（土）マシュマロ
４月28日（土）マシュマロ

ヘルシーなおやつで
す！

（第5金・土曜日はお休み）
・2月⇒2，3，9，10，16，17，23，24
・3月⇒2，3，9，10，16，17，23，24
・4月⇒6、7、13、14、20、21、27、28、
◇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
2/1 、 2/15 、 3/1、 3/15、４/５、４/19

○「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。
昨年12月21日にちょっぴり早いクリスマスシフォンを両施設に
お届してきました。

Sweets キッズ
パスポート
お楽しみ特典付き）

