【【【【
おおおお料理 コー ナー】】】】
春春春春 キャベ ツのクリー ム焼焼焼焼 きききき （（（（
２２２２人人人人分分分分））））
【【【【
春春春春 キャベ ツ１１１１／／／／２２２２個個個個 ・・・・塩塩塩塩 小小小小さじ ２２２２ ・・・・ベー コン２２２２～～～～３３３３枚枚枚枚 ・・・・
材料】】】】
ｇｇｇｇ
パ ン粉大 さじ １１１１ ・・・・バター
・・・・
【【【【
卵卵卵卵 クリー ムソー ス】】】】
卵卵卵卵 ２２２２個個個個 ・・・・牛乳
生生生生クリー ム
粉粉粉粉 チーズ大大大大 さじ３３３３ ・・・・塩 小さじ１１１１／／／／３３３３ ・・・・コショウ適量
【【【【
作作作作りりりり方方方方 】】】】
①①①① キャベ ツはザ ッと水洗 いし芯芯芯芯をををを 切切切切りりりり落落落落 とし食食食食 べやす い大大大大 きさ
にににに切切切切ります。。。。ベー コンは３３３３～～～～ ４４４４等 分にしておきま しょう。。。。
②②②② 卵卵卵卵 クリー ム ソー スの材料をよく混混混混ぜぜぜぜ合合合合わ しておきます。。。。
③③③③塩 小さじ ２２２２をををを入入入入れた、、、、た っぷ り の熱湯 にキャベ ツを加加加加ええええ、、、、しん
な りしたらザ ルにあげ粗熱を とってしっかり水気をををを絞絞絞絞 ります。。。。
④④④④ 耐耐耐耐熱容 器 にキャベ ツとベー コンを入入入入れれれれ②②②② をををを全体 にまわ しかけ
ます。。。。上上上上にパ ン粉粉粉粉をかけ て所 々にバター
を のせます。。。。
⑤⑤⑤⑤ オーブ ンで（（（（ 度度度度 ～～～～ 分分分分））））
焼焼焼焼 きききき上上上上げたら出来上が りです。。。。
春春春春 キャベ ツの美味 しい季節 です。。。。
２２２２人分 でキャベ ツが約半分がががが
た っぷ りとれ てお腹腹腹腹 いっぱ いです。。。。
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みしまミルク通信
発行 ・・・・広島 明治

編集 ・・・・三島 昌美
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２０１２年５月号

お便りコーナー（クイズの答えも書いてね♪
♪）
電話番号

みしま ミルククイズ
ＱＱＱＱ牛 乳をををを料 理 にににに使使使使う と○○が でた。。。。とよ く いいますが
何何何何が でた のでしょうか ？？？？
①①①① アク ②②②② コク ③③③③ しぶ み
答答答答え は、、、、おおおお便便便便 り コー ナー へ書書書書 いて、、、、受箱 へへへへ入入入入れ てくだ さ
いいいい。。。。今月 のプ レゼ ントは先着 名名名名様様様様 へへへへ『『『『ＬＧ ド リ ンク
１１１１本本本本』』』』をプ レゼ ントしまぁす♪♪♪♪

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

１５

デ トック スと言言言言うううう言葉をよく耳耳耳耳にしますが、、、、そ の
意 味 はははは、、、、生生生生 き て いくだ け で私私私私た ち の体体体体 には有害 物
質質質質 （（（（
毒毒毒毒 ））））がががが 取取取取りりりり込込込込ま れ ていきます 。。。。そ の毒毒毒毒 をををを体体体体 のののの外外外外
へへへへ排出す ることを『『『『デ トック ス』』』』とととと言言言言 います。。。。体体体体 にた
ま った毒 素 のののの ％％％％はははは便便便便 から 、、、、 ％％％％はははは尿尿尿尿から、、、、３３３３％％％％
はははは 汗汗汗汗か ら 、、、、２２２２％％％％はははは毛髪 やややや 爪爪爪爪か ら排 出 され るそう で
すすすす。。。。毒素 のののの大部 分がががが便便便便から排出 され ることから、、、、まままま
ず は腸内環境 をををを整整整整え ることが大事 です。。。。
毎 日 のののの食 生 活 にににに乳製 品をををを 取取取取りりりり入入入入れれれれ るるるる事事事事 でででで腸 内環境
がががが整整整整えられ美味 しく自 然 とととと『『『『デ トック ス』』』』。。。。
めざ せ腸内美人 ！！！！
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２０１２年５月号
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クイズの答え

さん話話話話を した いと思思思思 います。。。。

いと思思思思 います。。。。天気 がががが良良良良 か ったら いいな ！！！！家族 でた く

りとした時間をををを過過過過ごした いのであま り遠遠遠遠く には行行行行かな

行行行行くか はこれからららら決決決決 めます ヨヨヨヨ。。。。（（（（
大 丈夫かな ？）ゆ っく

…………想像 しただけ でも素敵 ですね♪♪♪♪楽楽楽楽 しみです。。。。どこに

とととと計 画中 です。。。。ウグ イ スやややや 小鳥達 のののの鳴鳴鳴鳴 きききき声声声声 でででで目覚 める

等等等等 でででで、、、、ここ何年 かかかか行行行行 っていま せん でした。。。。今年 こそ は

恒例 にしたか ったキャンプ ですが 子供 ののののクラブ や試 合

族族族族 とととと 一緒 にににに久久久久しぶ りにキャンプ に行行行行くくくく予定 です。。。。毎年

ウ ィー クをををを過過過過ごされ てます でしょう か ？？？？我家 はははは姉姉姉姉 のののの家家家家

そ ろそろ慣慣慣慣れ てきた ころ。。。。みな さん楽楽楽楽 し いゴー ルデ ン

屋根よ り高高高高 いこ いのぼ り～～～～♪♪♪♪ ５５５５月月月月 です。。。。新 生活にも
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ご意⾒・ご感想・⾝近にあったこと・なんでも結構です！お気軽に参加して下さいね！まってまぁ〜す！
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お名前
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