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近場のいい旅

ᚇήᙐӳᚨ Ẑແৎᔺẑ ỉ ᵐᵤ ể ᵑᵤ ửҩỜỦແৎỉዮӳҦ
ཋẇ ئởჽ໗ᇁẆ ᆳễỄầᣐፗẰủẺ ᵐᵤ ỂỊদẦẲ
ẟଯԧỉແৎỉထɳỚầϐྵẰủẆ ᵑᵤ ỂỊແৎỉ٭ᢟử
ἣἠἻἰޒᅆỂჷỦẮểầỂẨộẴẇ

裏技な情報

住 ग़ჷჄແৎࠊᔺထ ᵏᵋᵏ

時 ᾈ῍ᾀᾇ ᵆ λỊᾀᾆᾂЎ ᵇ

休 உᾀׅỉᐮ˞Ẇ ࠰࠰ڼ

P ᵏᵖᵗ Ө

あいさつ
こんにちは有本です。梅雨の時期に入りましたね (^-^)
みなさんは雨の日をどう感じますか？憂鬱ですか？それとも落ち着きますか？
私は、主婦目線から考えると雨続きはかなり厄介ですが、個人的に雨は嫌いじゃないです。なぜか分からないのですが、落ち着き
ます (^-^) みなさんはどうでしょうか？
雨で思い出したのですがまだ息子達が小さかった頃の話です。ある日の事、一目惚れで即購入した傘をなんと息子が勝ってに使
い壊してしまいました。私自信も 2 回程しか使用しておらず、本当にショックで…。かなり落ち込むほど (T̲T) 仕方なく新しい傘
を購入しょうと思ったのですが、『どうせ息子に壊されるなら何でもいいか』と目の前にあった 324 円のピンク色の傘を購入。そ
の色がピンクだからなのか？その傘を息子が使う事はなく、かれこれその傘とは 10 年近くの縁があります。10 年も使っていると
愛着が湧いてきて買い直したいという思いもあるのですが、どうにも手放す気持ちになれずに今でも雨の日はその傘を愛用中です
(^-^)
さてお家の話です。もともとはマンションのリノベなどで流行りはじめた「室内窓」
。最近では注文住宅でも注目されています。
インテリアとしてだけではなく、光や風を取り込め、家族の気配も感じられる素敵な空間がつくれます。活用の場としては、リビ
ングと書斎のように家族の気配を感じながら、別空間として使用したい場所や、寝室とウォークインクローゼットのように
湿気がこもりやすい部屋の換気として。また、屋外に面していない部屋に光を取り入れるにも有効です。キッチンとダイニングの
間に小窓を設けるというデザインは十数年前からありましたが、最近では大きなサイズに室内窓が人気です。窓には主にアイアン
製と木製の二種類があり、枠だけを設置してガラスを入れない事もあります。
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名画で学ぶ主婦業
¨ 名画で学ぶ主婦業 ¨ をご存知ですか？
主婦のあるあると名画をコラボした心の
叫びを Twitter でつぶやいたところ、大き
な反響を呼んで書籍になりました。そん
な今旬な一冊から毎回抜粋して、皆さん
にご紹介していきたいと思います。結構
笑えます。
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《法悦のマグダラのマリア》
ミケランジェロ・メリージ・ダ・カルヴァッジョ。

子供が小さい時
の寝かしつけは
子育てストレス
の 1 位か 2 位に
入ると私は思い
ます。
無事に寝かしつ
けが終わってか
らやっと自分の
時間！
心の底から
「ほっと」します
よね (^-^)
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体験
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器って見てるだけでも楽しいですよね♬
自分の作品を体験して、毎日の生活に楽しみを加え
るのはいかがですか？
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季節のお料理
なすの田楽
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A

なす
みそ
砂糖
みりん
酒
ほんだし
いり白ごま（好みで）
油

૰Ტ ʴЎᲣ
3束
そうめん
80ｇ
豚バラ薄切り肉
1/4 束
にら
1/3 束
にんじん
小さじ 1・1/2
ほんだし
小さじ 1
A しょうゆ
少々
塩
小さじ 2
ごま油

そうめんチャンプルー

ųųЎ

2 個（194ｇ）
大さじ 3
大さじ 2
大さじ 1
大さじ 1
小さじ 1/2
適量
小さじ 2
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そして、ボックスに
並べると、とても見
やすく、一目瞭然！
忘れていけないのが、
ラベリング‼
ラベリングをするこ
とによって、家族が
分かりやすくなります。

こんにちは梅雨の時期に入りましたね。これからの季節は食材などの衛生
面には気をつけないといけない時期ですよね。
さて今回ご紹介する収納術は、箱から取り出した粉末や、袋を開けた乾
物類の保存方法をご紹介します。是非参考にしてくださいね。

箱から取り出した粉末のダシや、袋を開けた乾物類などなどの
何処に何を収納すれば使い勝手がいいのか？
保管方法はどのようにしていますか？
輪ゴムで止めてカゴに突っ込んだり…。洗濯バサミでとめてカゴ
に突っ込む ??? これも一つの方法ですよね。
でもこんな時、イラっとしませんか？
例えば料理の途中…
『あれっ？確かここにこの間開けたばかりの和風だしがあった
はずなのに 』とか。
『えっ？こっちの海苔も空いているのにこっ
ちも空いてる !!』なんて経験あるあるですよね (^-^)

出来上がり〜♬

栄養情報（1 人分）

・エネルギー 121kcal

・塩分 2.4ｇ

丸鶏ふわ玉豆苗スープ

・たんぱく質 3.1ｇ

・野菜摂取量 65ｇ

そんな方にオススメの収納方法をご紹介します。

ƭƘǓ૾

૰Ტ ʴЎᲣ

豆苗
溶き卵
水
A
鶏がらスープ

1袋
2 個分
3 カップ
大さじ 1

それは…じゃじゃ〜ん‼ダイソーなどによくあるタッパー !!!
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栄養情報（1 人分）
・エネルギー

ųųЎ

・塩分

Ajnomoto Park より抜粋

48kcal・たんぱく質

4.3ｇ

1ｇ・野菜摂取量

25ｇ

現場レポート

全体の収納写真
です。
いかがでしょう
か？これなら、
探す手間がは省
けますよね (^-^)

今回はセリアの商品を使用します。
個人的な意見なのですが、小物や
タッパーの種類が豊富なのはセリ
アだと思っいます。
私はよく小物入れを探すときは、
ますセリアからチェックします。

是非参考にして
くださいね

今回の現場レポートは、先日 LEXIE さんの新作発表会で紹介された商品の中から、キッチンをご紹
介しますね。かなりの収納力で本当にびっくりしました。LEXIL さん一押しのシステムキッチンです。
高温のフライパンや鍋
を直接置いても、変色
や変形がありません。

今回ご紹介するチェーン店の裏技オーダー術は…。バーミヤンです♬この辺りですと、各務原店・守山村前店・
勢子坊店があります。以前は江南店もあり、我が家からは近いのでよく子供を連れて家族で行ったりしていま
した (^^♪低価格でとても美味しい‼
各務原店ならここからあまり遠くないので、また家族で行ってみようと思います ( *´ 艸｀)

キズや汚れに強いセラミック
ならではの簡単なお手入れで
長く快適に使用する事が出来
ます。

耐衝撃性を高める強
化構造になっています。

セラミックトップなので
熱やキズ、汚れに優れた耐久
性を発揮します。

お玉やふらい返しなど
が取り出しやすい立て
て収納することが出来
ます。
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カトラリー収納も二段式に。

リシェル
引出しが 2 段式になって
いるので、小物などが収
納しやすくなっています。

ᘻ ২ Ƴ ऴ إ

調味料や薬品の染み込み
にくいので、簡単に拭く
だけ。

SI

足元のけこみ部分には、
ストック品などをたっ
ぷりと収納できます。

実際に展示してあったキッチンの中
身です。かなりの収納力！
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バーミアンは割引・クーポン・優待・Tpoint カードなどなど色
々な方法があります。今回はアプリを使った割引をご紹介した
いと思います。バーミアンはすかいらーくグループになります。
なので、すかいらーくの公式アプリやグノシー・スマートニュ
ースなどのアプリをダウンロード。アプリによっては、割引率
や内容が事なるので色々チェックしてみてくださいね。

