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夏・秋号

ホーム･メイド･ハウス

今、流行の新しいゲームです。少し難しいかもしれませんが、チャレンジしてみてください。

Home made house

数独のルール
1 から 9 までの数字で空いているマスを埋めて行くことで進行します。
縦の９マスには、１～９の数字が１つずつ入ります。

【７号】

横の９マスにも、１～９の数字が１つずつ入ります。
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同様に、３×３の太枠の中の９マスにも、１～９の数字が１つずつ入ります。
したがって、縦と横、太枠内のいずれにも同じ数字は入りません。
< キリトリ線 >

全ての数字がうまれば完成です。

〈 応募方法 〉
※ 右のように、官製はがきに
答えを記入したパズル用紙
を貼り付けて
ご応募ください。

秋を楽しむ
今回が１回目の記事になります。コラムとは囲み記事のことで、短い評論や記事のことだそうです。

●締切
締切／
締切／平成 21 年 9 月 25 日
ご応募お
応募お待ちしています。
ちしています。

不慣れですが出来るだけ書いていこうと思いますのでお付合いをお願いいしたします。
最初のテーマは無難に『秋』
。
季節的には暑さも和らぎ過ごしやすくなりました。窓を大きく開けて大自然の息吹を部屋にいても感

正解者の中から抽選で 5 名の方々に
○○○○○をプレゼントいたします。

じられる季節です。待望の実りの秋。酷使した体と胃も、食欲と共に元気になってくれるような気がし
ます。そしてお祭り等沢山のイベントも多く開催され、栗拾いにはまだ早いですが山に出かけてハイキ
ング。健康的にスポーツを楽しむ。そんな季節です。
この季節は住まいにとってもいい時期です。住まいの中心的な役割を果たす木材は生きていまして、

売物件

話によると奈良時代に切った木が、今の時代になっても水分を吸収したり出したりするそうです。
2F

東 かが わ 市 三 本 松

夏のエアコンによる強制的な除湿から開放され、木材が本来ある自然な状態に戻り家をしっか
りと守ってくれる季節です。窓を開けて空気を部屋に取り込み、家に呼吸をさせていただいたら
と思います。
話を戻し秋は夜長。日本人はコオロギ、スズムシの奏でる音色を聞いて楽しむ習慣があります。

１,０５０

万円

しかし欧米の人にとって、その音は騒音としかならないそうです。国によって十色ですが、日本人

● 土地面積／244.3 ㎡（約 73.9 坪）
● 建物面積／118.22 ㎡（約 35.8 坪）

に生まれて良かったとあるコラムを読んで思ったことを思い出しました。季節とマッチした音色を

価格

◇構造／木造２階建て◇新築年／昭和 53 年 5 月◇駐車場／１台

1F

皆さんはどのような秋を見つけていますか？よろしければ教えてください。このコラムのご返事
をお待ちしています。

◇学校／三本松小学校徒歩6 分◇交通／JR 三本松駅徒歩9 分◇
引渡／H21.10 月以降（要相談）◇態様/媒介

楽しみながらのお月見も楽しみの一つです。

◎建物の
建物の状態も
状態も良く、室内もとても
室内もとても綺麗
もとても綺麗！
綺麗！

★今回から新コーナーです！！
まあ、寂しく・楽しく・簡単にできる料理を紹介していきます。
参考にはまったくなりませんが・・・
（^^；）

料理

お 薦 め の

興味を持ったら一人寂しくチャレンジして下さい。
（笑）
今回は【どんぶり！！】
どんぶり！！】
まず、フライパンに油を in（量は適当）次にチューブ入りの
ニンニク（量は適当）いい匂いがしてきたら白飯茶碗 2 杯をこ
のまま炒めて最後に醤油で香付け！！（量は適当）
適当ガーリックライス完成（カロリーは気にせずに・・・）

焦がした鍋に、りんごの皮一個分と、水８分目まで入れて煮た

犬床屋では

立ててから、クレンザーで磨くとラク～に落ちる・・・らしい。

お店

Vol.7

甘えん坊なわんちゃん、気の強い

わんちゃん、怖がりなわんちゃんなど、飼い主さまに
とって心配の尽きない問題のあるわんちゃんでも優

【まず材料！！】
豚肉薄切り
豚肉薄切り 200ｇ
200ｇ（ｽｰﾊﾟｰで 8 時以降で 300 円くらい）
豆腐 1 丁（100 円の安いので OK）
ニンニク（ﾁｭｰﾌﾞ入りでも OK。俺はﾁｭｰﾌﾞ入り使ってます。
）
塩・醤油・
醤油・ｺｼｮｳ・
ｺｼｮｳ・酒（適当に！！）
あとは白飯茶碗
あとは白飯茶碗 2 杯分
材料はこれだけ！俺はフライパンしか使えないので
炒め物オンリーで進めて行きまーす。

次に具！！
肉はガッツリ多めに（適当）細めに切って下さい。一緒に豆腐
も（適当に）サイコロ状に。
フライパンが温まってきたらここでもニンニク！！
いい匂いがしてきたら豚肉 in！！
塩・コショウで味付けしたら豆腐も一気にフライパンへ！
ついでに酒を汁だくでフライパンに！入れすぎかな？と思うの
がいい感じに仕上がります。
後は炒めて・・・炒め終われば適当ガーリックライスに on
フィニッシュはネギ！！刻んだネギで丼が見えなくなるまで大
量にのせて完成
完成！！！
完成！！！
ちなみに丼は「古伊万里」どんぶりの中身はテキトーでも器に
はこだわります。これが男の料理の基本！！・・・？
このどんぶり食べると次の日が営業できません。
（クサくて）
興味のある人は休日前にどーぞ！
さあー召し上がれ！（＾o＾）

き か

ハウス綺描く室

携帯サイト
携帯サイト情報
サイト情報！
情報！!

こんにちは(^O^)
今回は、綺描く室 オススメ料理本をご紹介！
今、話題の「おつまみ横丁」
この本、材料は身近なものばかりで手ごろな価格。

― 「モバイル開設記念キャンペーン」抽選結果発表 ―
当選者 １位 全国百貨店共通券５万円分 さぬき市 1 名様
２位 ﾏﾙﾅｶ「ﾏﾄﾞﾝｶｰﾄﾞ」１万円分 東かがわ市 2 名様 高松市 1 名様
３位 ２千円相当商品
東かがわ市 9 名様 さぬき市 1 名様

しかも、料理工程を３ステップ記載し、作りやすい。
女性の方はもちろん、男性の方にオススメなので、
侍料理 ｢どんぶり｣ と一緒に試してみては！？

今回残念ながら当選されなかった方・応募されなかった方、またこ
のような機会を企画を考えておりますので、その際はご応募お待ち
しております。

□ 附属人形劇学校 パペットアーク

□ 人形劇場 「とらまる座」

□ とらまる人形劇ミュージアム

□ ミニチュア児遊館

カチカチに固まった砂糖の容器に、食パン一口サイズを入れ、
一晩置くと、サラサラの砂糖に！！

しく大切にトリミングさせて頂きます。
わんちゃんも
大好きな飼い主さまと離れてトリミングに来る事は
不安なはずです。
当店では少しでもわんちゃんにスト
レスを減らせるよう優しく楽しくトリミングしてい
ます。
それでもどうしても無理な場合はお断りさせて

おやこ日記
おやこ 日記
旦那が会社の研修旅行へ旅立った『土日』
・・・。
うおーラッキー！！家事が手抜きできるー！
と言うことで日曜日に子供たちと楽しくレッツクッキングー！
メニューは、蒸しパンとカルピスゼリー。
まず、カルピスゼリーに取り掛かります。
鍋にカルピス入れて～牛乳入れて～水入れて～・・・
後は子供たちがとことん混ぜる。まぜにまぜる・・・
次に、鍋を火にかけて粉寒天を加えて、またまぜ～る。
鍋を火から下ろし、そこにヨーグルトとレモン汁を投入！！
あれ～レモン汁がないわー。
と言うことで、すだち汁を加えてみました・・・。まあいいや。
このあたりから鍋の中身がアヤシイ雰囲気・・・
しかし、そんな雰囲気に負けてはいけない！
勢いで全部容器にうつして冷蔵庫へＧＯ－！！
固まる間に蒸しパン作りへ。
もちろん、市販の蒸しパンミックスのお世話になります。えへっ。
まぜまぜ～した生地にチョコやウィンナーをトッピングー！！
さあ、蒸し器へＧＯ―！
今度は冷蔵庫をオープン。
さわってみよーと子供たちとツンツンしてみた・・・。
あれっ？なんがドロ～ンってしてないか？おかしいな～。
いや、もうちょっと待ってみよう。
しかし、やっぱりドロ～ン・・・。なんで？？？
おっかしいなぁ～と粉寒天の分量を確認すると・・・
小さじ４杯のところ２杯と勘違いしてるー！！！
ヨーグルトのつぶつぶ感も残って絶妙なまずさを
かもしだしてるー！！
結局、最後までドロ～ンな感じ・・・。
なんか、まずい・・・。子供たちが
『これゼリーじゃなくてフルーチェやん・・・』
（いや、フルーチェの方が何倍もうまい・・・）
帰って来た旦那が冷蔵庫を開けて一言
『得体のしれんもんがある・・・』

いただく事もあるかもしれませんが、
どんなわんちゃ
んも愛すべき存在です。まずはご相談ください。
私たちは、わんちゃんにも、飼い主さまにも信頼
していただけるよう日々取組んでおります。
安心して
ご来店ください。

ｍｅｎｕ（メニュー）
メニュー）
★ペット美容 ★子犬販売
★お花とペットのお留守番１１０番
夏のお出掛け…留守中のペットのお世話
（お散歩・食事など）
、大切なお花や野菜の
水やり引き受けます！
１時間（通勤時間含む）￥２,０００
（打合せ等ありますので早めにご連絡下さい。））
）

香 川 県 東 かがわ市 入 野 山 ２０８７-６
TEL.０８７９-２７-２９５８
営 業 時 間 /AM９:００～（要 予 約 ）定 休 日 /月 曜 日
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