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簡単 ！！！！豆腐 のクリー ム スープ
【【【【
材料】】】】
木綿 豆腐 １１１１丁丁丁丁 ・・・・玉玉玉玉ねぎ １１１１／／／／４４４４個個個個
牛乳
・・・・塩塩塩塩 ・バ ター ・こ しょう適 量 ・あ ればパプ
リカパウダー適量
【【【【
作作作作 りりりり方方方方 】】】】

ｍｌ

((((

))))

みしま ミルク通信
発行・み しまミ ルク

編集 ・三島昌 美

来通 りあ ります ので、、、、引引引引きききき続続続続 きききき、、、、よ ろしくお願願願願 いいいい致致致致 します。。。。
取扱金融機関
呉信用金庫 ・・・・広島 銀行 ・も みじ銀行 ・・・・郵便局

ごごごご希望 のお客様 はははは、、、、銀行 名をお便便便便 り コー ナー にご記 入 のうえ 、、、、牛乳受箱 へへへへ
おおおお入入入入れくだ さ い。。。。所定 のののの用紙 をお持持持持 ちちちち致致致致 します。。。。尚尚尚尚、、、、現在 のののの集 金方 法もももも 従従従従

便 利 でででで安 心 ・・・・牛乳代金 のののの自動振替 のご案 内
便 利 でとっても安 心♪♪♪♪手続 きもお店店店店が いた します。。。。

①①①① 木綿 豆腐 のののの水気をををを 取取取取るた めペーパータオ ルにくるみ、、、、電電電電
子子子子レ ンジ で約約約約 １１１１分分分分かけます。。。。粗熱を とったら手手手手 でででで崩崩崩崩 しなが
らボー ルに入入入入れれれれ、、、、滑滑滑滑らか にな るま で ヘラで つぶ します。。。。
②②②② 鍋鍋鍋鍋 にオ イ ルを ひき みじん 切切切切り にした 玉玉玉玉ねぎを加加加加ええええ炒炒炒炒 めめめめ
ます。。。。玉玉玉玉ねぎ に火火火火がががが通通通通 ったら①①①① をををを加加加加ええええ牛乳をををを少少少少 しず つ入入入入れれれれ
のば します。。。。おおおお好好好好み の
濃度 にににに仕上げげげげ、、、、塩塩塩塩 こしょう で
味味味味 にににに調調調調えたら出来上が り です。。。。
おおおお好好好好みで、、、、ベー コンなどを
入入入入れ ても美味 し いですよ。。。。
おおおお 正月 のご馳走 ででででもたれた胃胃胃胃 にににに
やさし いスープ です。。。。
コクがあ ってく せがな い
ので子供たちにも大人気 ですよ。。。。
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お便りコーナー

２０１２年１月号
お名前

電話番号

ご意見・ご
意見・ご感想
・ご感想・
感想・身近にあったこと・なんでも
身近にあったこと・なんでも結構
にあったこと・なんでも結構です
結構です！
です！お気軽に
気軽に参加して
参加して下
して下さいね！
さいね！
まってまぁ～
まってまぁ～す！

すすすす 。。。。い つも笑顔 でキ ラキ ラ輝輝輝輝 いて いる女性
にな りた いですね ♡♡♡♡

なが ら情 報 収集 しししし、、、、通信 をををを 通通通通 し てた く さ ん
楽楽楽楽 し い話 題 を お 届届届届け できた ら と思思思思 って いま

とととと言言言言うううう考考考考え の人人人人も いま した ょょょょ。。。。まぁ～、忙忙忙忙 しししし
がらず に今年もももも、、、、色 々な ことにチャレ ンジ し

くな るから、、、、時間がががが短短短短 いと感感感感 じるそう です。。。。
さら に女性 はははは、、、、色 々なななな 役割 がががが 増増増増え るか ら ！！！！

たたたた。。。。大人 にな ると経験 によ って処理 できる事事事事
がががが多多多多くな り、、、、そ の分分分分、、、、新鮮 さや強強強強 いいいい印象 がががが薄薄薄薄

ね るととも に、、、、新鮮なななな経験がががが少少少少なくな ってしししし
まう為為為為、、、、とととと書書書書 いてあ った記事 をををを思思思思 いいいい出出出出 しま し

のが と ても 早早早早 いいいい ！！！！あ っと いう 間間間間 にににに過過過過ぎ てし
まう ………… とととと思思思思 いま せんか ？？？？それ は、、、、年齢 をををを 重重重重

みを いただ きあ りが とう ござ いま した。。。。毎毎毎毎
年年年年 おおおお 正月 にににに思思思思う こ と です が 、、、、１１１１年年年年 のののの過過過過ぎ る

楽楽楽楽 し いお 正月過ご されま し
みな さ ～～～～んんんん ♡♡♡♡
た か ？？？？私私私私は い つも通通通通 り でそれぞれ の実家 にににに
おおおお泊泊泊泊 りし てリ フレッシュし てきま した。。。。おおおお休休休休

旧旧旧旧年中 はははは通信 をををを 通通通通 し て大変 おおおお 世話 にな り
ま した。。。。あ りが とうござ います。。。。

おおおお願願願願 いいた します。。。。

ござ います。。。。本年もよ ろしく

新年、、、、明明明明けま してお めでとう

見本

