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甘酒シフォンの材料
（小麦粉・おから・卵
三温糖・米こうじ
米）

導士のの関根先生をお招きして食の大切さをお話

杏

初夏から夏が旬のアプ

リコットはクエン酸、

リンゴ酸が含まれてい

るのでちょっと甘酸っ

ぱいさわやかなシフォ

ンです。

○ 杏 フォンの材 料

（ 小麦粉・おから・

）

卵・グラニュー糖・杏

チ体験教室を開催していますが、3月より食育指
ししていただいています。お母さん達はもちろん、
お子さん達に楽しみながら食の大切さをお伝えし
ていきたいと思っています。エプロンシアターや、
ゲーム感覚で楽しい食育セミナーです。

甘 酒

工房では毎月第2・3の土曜日、親子で楽しむプ

「飲む点滴」と言われている甘酒は食物
繊維やオリゴ糖など、腸内環境を整えて
免疫力をアップさせる
働きがあるとされています。
手作りの甘酒を使った
やさしいシフォンです。

プチ食育セミナーのお知らせ

24
アボガド
別名「森のバター」といわれるアボガド。ビタミンやミネ
ラル、食物繊維も豊富で、さまざまな働きで健康をサポー
トします。食欲不振の人や成長期のお子さんにもお勧めで
す！また、カリウムが豊富で体内の余分なナトリウムを排
出して、血圧を下げるのに役立ちます。
＜こんな症状にも！＞高血圧、動脈硬化、脂肪肝、便秘等
＜保存方法＞適温は8～12℃。固い場合は袋に入れて常温
で放置し、熟成させる。冷蔵庫保存は低温障害を起こすの
で、暑い時期だけ利用を。食べる少し前に冷やして。
（野菜の教科書より）
＜我が家のおすすめ＞

２・３・４月

○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

～アボガドの冷たいポタージュ～
（材料）
アボガド1個、玉ねぎ1/2個、にんにく1かけ、
バター大1、固形スープ1個、水3カップ、絹ごし豆腐
1/2丁、塩、こしょう少々
（作り方）①玉ねぎとにんにくはざく切りにし、しんなり
するまでバターでいためる。
②①に固形スープと水を入れ煮てから冷ます。
③皮と種を除いたアボガド、②と豆腐をミキサーに入れ
る。塩、こしょうで味をととのえる。

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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材料

1

たけのこ‥‥
にんにく‥‥一片
オリーブオイル‥‥大さじ 杯

1,1/2

しょうゆ‥‥小さじ 、 杯

1/2

1

みりん‥‥小さじ 杯

酢‥‥小さじ 杯バター‥‥
青のり‥‥お好みで

①たけのこは、 センチくらいの
厚さにきって、サッと下茹でする。
②にんにくは薄切りにする
③フライパンにオリーブオイル、
にんにくを入れ、香りが立ったら
にんにくを取り出しておく。
④同じフライパンに水分を取った
たけのこを入れ、少し焼き色がつ
くくらいまで両面焼く。
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~腸内環境を整えましょう~

200
g

1

たけのこステーキ

⑤火を弱くして調味料を入れ、

その後、中火にしてやきつけ、に

んにくも戻り入れお皿に盛り付け

る。お好みで、青のりをかける。

（伽麗ママ）

森 由香

（もりゆか）

近頃は、本やSNSなどで、片づいている家の写真
が多く出ています。
上手に暮らしている人の家はヒントになること
がたくさんあります。ですが、メディアに写真
を載せる家はとてもレベルの高い家です。
いきなりそのレベルに行くのは難しいことです
し、そこまで目標を高く持つ必要もありません。
例えて言うならば、普通の体型の人がモデルさ
んを目標にしているようなものです。
家の片付けもそんなに完璧でなくていいのです。
まずは床置きをなくしたい、とか、捜し物をな
くしたいとか、おおらかに片づけを考えて始め
てみてください。

「カラダの中からキレイになる」とよく言いますが、カラダの中が美人な人
とブスな人がいるのです！ その分かれ目となるカギを握っているのが「腸」。
腸には食べた物を消化するだけでなく、カラダに有益な物質をつくり出した
り、免疫力を高める働きもあるのです。その腸の健康を左右するのが、腸内
に棲んでいる細菌。腸内には、100種類以上の細菌が棲んでいますが、大き
く分けると善玉菌（20％）、悪玉菌（10%）、そしてどちらか優勢な方につ
く日和見菌（70%）の３種類。ビフィズス菌に代表される善玉菌には、「元
気や美しさのもととなるビタミンをつくる」「カラダの免疫力を高める」
「腸内を酸性に保つことで、排便を促したり、ウィルスや毒素の侵入を防御
して感染を防ぐ」などの働きがあります。悪玉菌は、排泄しにくい便をつく
るだけでなく、大腸に送られる食べカスに含まれるアミノ酸やたんぱく質を
分解して有毒物質を生成し、様々なカラダの不調の原因に。
腸内環境は、その人のライフスタイルや食事によって、善玉菌が増えたり
悪玉菌が増えたりの綱引き状態。悪玉菌が優勢になると、それまで害のなかっ
た日和見菌まで悪玉に代わってしまうことも。つまり、腸内の善玉菌をせっ
せと増やすことが、カラダの中からの美人につながるのです。次回は腸内環
境を整える食事についてです。
（ウーマンジャパン・コム参照）

子育て応援プチ情報②
私たちの身体は食べた物でできています。小さい時から食に関心を
持たせ、気をつけてあげることが大切です。
今回はおやつですが、おやつにネガティブなイメージを持っている人も多いと思いま
す。「おやつをあげると食事を残すから」「甘い物を食べると虫歯になるよ」という
こえもよく耳にします。幼児期のおやつは1日の食事で摂りきれない栄養を補うため
のものなので、カルシウムやミネラルが含まれていない甘いお菓子やスナック菓子は
好ましくはありませんが、時々お楽しみとしてあげるのはOKです。
幼児期のおやつのエネルギー量は1日の必要量の２０%（180～310kcal）くらいが目安です。
内容は、腹持ちのいい炭水化物＋不足しやすいカルシウムやミネラルを補えるものがベスト。
親子のコミュニケーションをとれる機会にもなりますので是非手作りおやつにチャレンジして

□ 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

みてください。
（例）食パンにフルーツとヨーグルトを挟んだサンドイッチ。レーズン入りのスイートポテト。
桜エビや小魚を入れたお好み焼きなど、親子で楽しみましょう！

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。

5/26（土）10：00～16：00
第12回 そめや すまいるフェスタ＆タカ
4/22（日）春日部藤まつりに出店
ラスタンダード春日部ショールームに出店
4/29（日）春日部藤テラスに出店
予定
西口ブロンズフェスティバルに出店
両日とも暑い中、たくさんのお客様にお越しいただき 今回のイベントでは「体験して・食べて・
お楽しみ」をテーマに行われます。
ありがとうございました。

○イベント情報

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
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始のご挨拶にいかがですか？

シフォンママ工房の開店日

月から体幹を鍛える体操教室に通い

3

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。

始めました。今までなかなか運動をす

る機会がなかったのですが、始めてみ

たらとても楽しく、充実した時間になっています。

代・ 代の方も多く、皆さん頑張っているんだなと
励まされています。体感を鍛えるメリットもいろいろ

あり長く続けたいと思っています。

70

※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
〈5月・6月・7月予定 〉※営業時間10時～18時
（第5金・土曜日はお休み）
・5月⇒11、12、18、19、25、26
・6月⇒1、2、8、9、15、16、22、23
・ 7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）10時～15時
5/17、 6/7、 6/21、 7/19
8月は都合により、シフォンママ工房、南桜井
販売とも予約販売にさせていただきます。

会費：200円（お子様1人につき）
豆腐・豆乳
場所：シフォンママ工房
生おから・おから
時間：11時～12時
パウダー等を使っ
日程・体験内容
たヘルシーおや
5月12日・19日（土）ピザ
つです！
6月 9日・23日（土）蒸しパン
7月 14日・28日（土）ひんやりデザート
対象年齢：3歳～低学年
参加費：200円
持ち物：子供エプロン、飲み物
～父の日ケーキ～

パパも大歓迎！
（限定5組）

お子様と一緒におからシフォンケーキを作りませんか！
日時：6月16日（土）13時～14時半
対象年齢：3歳～小学4年生まで
参加費：2200円
持ち物：親子ともエプロン、三角巾

Sweets キッズ
パスポート
お楽しみ特典付き）

