【【【【
おおおお料理 コー ナー】】】】 温野菜 のののの和和和和 フォンデ ュ
【【【【
材料】】】】
（
Ａ白白白白だ し大大大大 さじ ２２２２ ・・・・牛乳
・コー ンスター チ大大大大 ささささ
じじじじ ２２２２ ・・・・ピザ用用用用 チーズ ｇｇｇｇ））））
れんこん １１１１節節節節 ・・・・里芋 ３３３３～～～～ ４４４４個個個個 ・・・・人参 １１１１／／／／２２２２本本本本 ・こんに
ゃく １１１１／／／／２２２２枚枚枚枚 ・はんぺん １１１１枚枚枚枚 ・・・・む きえ び ４４４４尾尾尾尾 ・ほた て
４４４４個個個個 ・・・・うずらららら のゆ で卵卵卵卵 ４４４４個個個個 ・・・・黒黒黒黒こしょう少 々
【【【【
作作作作りりりり方方方方 】】】】
①①①① れんこんは皮皮皮皮をむき 一口大 にににに切切切切って酢水 （（（（
分量 外））））にににに
さら し てから茹茹茹茹 ででででます 。。。。里芋 、、、、にん じん はははは皮皮皮皮 をむ いて
輪 切りに、、、、こん にゃく は食食食食 べやす い大大大大 きさ に 切切切切りりりりそれ
ぞれを 下茹 ででででしししします。。。。はんぺんは フライパ ンでき つね
色色色色 にににに焼焼焼焼 きききき食食食食 べやす い大大大大 きさ に 切切切切ります。。。。む きえ び とほ
た ては湯通ししししておきま しょう。。。。
②②②② チーズ ソー スを作作作作ります。。。。土土土土鍋鍋鍋鍋 にににに （
Ａ）
をよく混混混混ぜぜぜぜ合合合合
わ せてててて中火 にかけます。。。。よく混混混混ぜながら
沸 々してきたら チーズを半量ず つ加加加加
ええええます。。。。ソー スがな めらかにな って
きたら具材ををををくしで刺刺刺刺 しししし、、、、ソー スを
から めながら食食食食 べてくださ い。。。。
２００
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２０１２年２月号
Vｏl．９３

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。。。。
ごごごご希望 のお客客客客様様様様 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 のののの用紙ををををおおおお持持持持 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
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

５０

２０１２年２月号

お名前

電話番号

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

鬼鬼鬼鬼 はははは 外外外外♪♪♪♪福福福福 はははは内内内内♪♪♪♪福福福福 ば っか り来来来来 てほし
いいいい…………なん て思思思思 っている ２２２２月月月月 です。。。。
今年 はははは、、、、みしま ミルク初初初初 のラッキー ナ ン
バー『『『『１１１１等賞 』』』』がががが出出出出ま した。。。。配達 にににに行行行行 く と
受箱 にににに年賀 状がががが 入入入入 って い て名前 とととと番号 をををを
確認 し て『！ああああ ～～～～ １１１１等賞 だだだだ 』』』』ビ ックリしたたたた
とととと同時 ににににとってもうれ しくな りま した。。。。おおおお
めでとうござ いま した。。。。
ラッキー ナ ンバーを始始始始 め て約約約約 ７７７７年年年年 にな り
ます が 、、、、実実実実 のとこ ろ今今今今ま で『『『『１１１１等賞 』』』』がががが 出出出出
た こ とがあ りま せん でしたが 、、、、な ん と今今今今
年年年年 はははは ２２２２名名名名 のののの方方方方がががが当当当当た りま した。。。。これは、、、、春春春春
から縁 起が いいです ね ！！！！いい年年年年 にな りそ
う です 。。。。賞 品 のののの『『『『山本 さん のお米米米米 』』』』をををを美 味
しくお 召召召召 しししし上上上上が り 下下下下さ い。。。。今 回はははは山本 ささささ
んから『『『『何何何何 かお客様 ににににおおおお 返返返返ししししをををを した い』』』』とととと
のののの申申申申 しししし出出出出 があ り、、、、おおおお言 葉 にににに甘甘甘甘え て賞 品をををを
協 賛 し て いただ きま した 。。。。あ りが とう ご
ざ いま した。。。。
※※※※おおおお気気気気 づ き の方方方方 もももも多多多多 いとは思思思思 いますが今今今今
回回回回 のラッキー ナ ンバー の番号 でででで ２２２２等等等等 とととと ３３３３
等等等等 がががが 逆逆逆逆 にな りま したが 、、、、そ のま ま 発行 しししし
ま した。。。。混乱 された方方方方 もももも いら っしゃり、、、、ごごごご
迷惑 ををををおかけ しま した こ とを 深深深深くお詫詫詫詫 びびびび
申申申申 しししし上上上上げます。。。。

お便りコーナー

