【【【【
おおおお料理 コー ナー】】】】チキ ンクリー ム煮煮煮煮 のクレープ包包包包 みみみみ （（（（
２２２２人人人人分分分分））））
【【【【クレープ の材料 ・・・・直径 セ ンチ位位位位 のクレープ ５５５５～～～～６６６６枚 分】】】】
卵卵卵卵 １１１１個個個個 ・・・・牛 乳
・・・・（
Ａ＝薄 力粉 １００ ｇｇｇｇ ・ベーキ ング パウダー 小小小小
さじ １１１１／／／／２２２２））））サラダ油油油油またバター適量。。。。
【【【【チキ ンのクリー ム煮煮煮煮 】】】】 鶏鶏鶏鶏もも肉肉肉肉 １１１１枚枚枚枚 ・マッシュルー ム１１１１パ ック
グ リ ンピー ス１１１１カップ ・バター大大大大 さじ３３３３ ・・・・薄 力粉大 さじ３３３３
・・・・生生生生クリー ム
・・・・顆粒 コンソメ少 々 ・・・・塩塩塩塩 コショウ適量
牛乳
サラダ油少 々 ・サラダ リー フミックス ・ピ クルス各適量
【【【【
作作作作りりりり方方方方 】】】】
①①①① クレープを作作作作ります。。。。ボウ ルに卵卵卵卵をををを溶溶溶溶 きほぐし、、、、牛乳をををを加加加加え てよく
混混混混ぜぜぜぜます。Ａのののの粉粉粉粉をををを合合合合わ せてふる い入入入入れれれれ、、、、粉粉粉粉 っぽ さがなくな るま で泡泡泡泡
立立立立 てててて器器器器 でででで混混混混ぜぜぜぜ合合合合わ せる。。。。
②②②② 生地がな めらかにな ったら フライパ ンにサラダ油油油油またはバターを熱熱熱熱
して流流流流 しししし入入入入れれれれ、、、、手早くくくく広広広広げげげげます。。。。ほん のり焼焼焼焼 きききき色色色色が ついたら裏 返して
さっと焼焼焼焼 きま しょう。。。。
③③③③次次次次 ににににチキ ンのクリー ム煮煮煮煮 をををを作作作作ります。。。。鶏肉 はははは ２２２２～～～～３３３３セ ンチ角角角角 にににに切切切切
りりりり、、、、マッシュルー ムは石石石石づきを 取取取取りりりり ４４４４ つつつつ割割割割 りにします。。。。
④④④④ 深深深深 めのフライパ ンにバターを熱熱熱熱 しししし、、、、薄 力粉を ふり入入入入れ て焦焦焦焦がさな い
よう に炒炒炒炒 めめめめ、、、、牛乳をををを少少少少 しず つ加加加加え てのば したら軽軽軽軽くくくく煮煮煮煮ます。。。。生生生生クリー
ムムムム、、、、顆粒 コンソメ、、、、塩塩塩塩、、、、こしょうを加加加加え て味付けを します。。。。
⑤⑤⑤⑤ フライパ ンにサラダ油油油油をををを熱熱熱熱 しししし③③③③ のののの鶏肉をよく
炒炒炒炒 めてから マッシュルー ムを加加加加え て炒炒炒炒 めめめめ合合合合わ せ
グ リ ンピー スをををを加加加加ええええます。。。。
⑥④ のソー スに⑤⑤⑤⑤ をををを加加加加え て混混混混ぜぜぜぜ軽軽軽軽 くくくく煮煮煮煮 てててて
塩塩塩塩、、、、こしょう で味味味味をををを調調調調ええええます。。。。
⑦⑦⑦⑦器器器器 にクレープ を敷敷敷敷 き チキ ンのクリー ム煮煮煮煮をををを
包包包包 ん でいただく。。。。好好好好みでサラダ リー フミックスやややや
ピ クルスなどを添添添添ええええたら出来上が りです。。。。
２０
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１２０６
２０６

２０１２年６月号

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！

３０

クイズの答え

年位前 から肺肺肺肺 のののの病気 にな っています。。。。

聞聞聞聞かれる のが つら いです。。。。またすぐ来来来来るよ♪♪♪♪

が んばれお父父父父さん ！！！！ただ、、、、帰帰帰帰るときには『『『『もう 帰帰帰帰る の？』とととと

べてくれ ています。。。。父父父父 のののの日日日日には中華 料理をををを作作作作 るるるる予定 です。。。。

も いろ いろあ りますが『『『『美味 し い♪♪♪♪美味 し い♪♪♪♪』』』』とととと言言言言 って食食食食

日日日日ににににはははは私私私私 のののの作作作作 るるるる料理をををを楽楽楽楽 しみに待待待待 っています。。。。リク エスト

しししし体 力がががが 戻戻戻戻 り つつあ る のでち ょっと安 心 し ています。。。。日曜

っていく父父父父をををを見見見見 る のが と ても辛辛辛辛 くくくく感感感感 じ ていま した。。。。今今今今 はははは少少少少

若若若若 いいいい頃頃頃頃 のののの父父父父 のののの印象 が とても強強強強 くくくく実家 にににに帰帰帰帰るた び、、、、小小小小さくな

今年 のののの４４４４月月月月 にににに入院 しししし自宅療養 でででで今今今今、、、、家家家家 でででで過過過過ご し ています。。。。

ります。。。。私私私私 のののの父父父父はははは

乳乳乳乳をををを飲飲飲飲 ん で元気 にににに過過過過ご し てくだ さ い。。。。今月 はははは『『『『父父父父 のののの日日日日』』』』があ

雨雨雨雨 にににに入入入入 りしばらく憂憂憂憂う つな 天気 にな りますが 、、、、しっか り牛牛牛牛

雨雨 ふれー ふれ～～～～かぁさんが ～～～～♪♪♪♪ ６６６６月月月月 です。。。。もう じき梅梅梅梅

みしま ミルククイズ
ＱＱＱＱ紫 外線 にににに負負負負 けな いお肌肌肌肌づくりに欠欠欠欠か せな い
『『『『
食食食食 べる化粧 品』』』』とは何何何何 でしょうか ？？？？
①①①① 水水水水 ②②②② 牛乳 ③③③③ コー ラ
答答答答 え は、、、、おおおお便便便便 り コー ナー にににに書書書書 いて受箱 へへへへ入入入入 れ て
くだ さ い。。。。今月 のプ レゼ ントは先着 名名名名様様様様 へへへへ
『『『『お いし い牛乳 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
おおおお店店店店 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
ええええ 、、、、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
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みしまミルク通信
発行 ・・・・広島 明治
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春春春春 から夏夏夏夏 にかけ て紫 外線がががが強強強強 くな る季節 です。。。。美美美美
し い素 肌をををを保保保保 つスキ ンケ アの基本 はや はり、、、、毎 日 のののの
食事がががが大 切。。。。明 日 のカラダが今 日食 べた物物物物 でででで作作作作られ
るよう に、、、、肌肌肌肌もももも食食食食 べるも のによ ってト ラブ ルを起起起起ここここ
した り、、、、う るお った 肌肌肌肌 にな った り します 。。。。そ こ でミ
ルクパ ワー です。。。。ミルクにはカルシウ ムやビ タ ミ ン
類類類類が た っぷ り入入入入 って います 。。。。カ ルシウ ムは高高高高 ぶ った
神経やややや緊張をををを穏穏穏穏やか にし、、、、不眠やイライラを改善すすすす
るるるる作用があ ります。。。。ビ タ ミ ン類類類類 はははは肌肌肌肌 のののの新陳 代謝をををを促促促促
進進進進 しししし、、、、肌肌肌肌 にににに栄養 をををを与与与与 え る血液 をををを 作作作作 るるるる作 用があ りま
すすすす。。。。これから の季節 、、、、『『『『食食食食 べる化粧 品』』』』とし て、、、、ぜ ひ
冷蔵庫 にににに常備 してきれ いにな って下下下下さ いね。。。。

２０１
２０１２年６月号
Vｏl．９７

お便りコーナー（クイズの答えも書いてね♪
♪）
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