
 おまめくん・こま
めちゃんプレゼンツ

こまめなレシピ
クリスマスやお正月シーズンを前に、パーティーや
おもてなしのメニューにお悩みの方も多いのでは
ないでしょうか？
今回のこまめなレシピは
『市販の材料を使って、豪華に・簡単に』がPOINT！
お子様やお孫さんと一緒に、楽しみながら作れる
お料理２つをご紹介します。

材　料 （4人分）

ロールケーキ･･････････････2本
（直径５ｃｍ×長さ１４㎝くらいのもの）
プチシュー･･････････････ １６個
生クリーム･････････････１５０㏄
砂糖 ････････････････････１０ｇ

[トッピング用]
お好みのフルーツやお菓子等 ･･適量
（写真はいちご、ブラックベリー、
 　　　　　　　チョコレートを使用）
パプリカ･････････････････少量
粉糖 ････････････････････適量

つくりかた

①ボールに生クリーム、砂糖を入れツノが立つまで泡立てる
②ロールケーキを2㎝幅でカットする
③ロールケーキの間に生クリームを塗り、固定しながら
ツリー型になるように積み重ねる

④プチシューの裏側に生クリームをたっぷりつけ、ロールケーキの段差の部分につけていく
⑤プチシューの隙間を埋めるように絞り袋で生クリームを塗る
⑥お好みのフルーツやお菓子でトッピングし、粉糖を茶こしに入れ、ふりかける
⑦星形に型抜きしたパプリカにつまようじを刺し、ツリーの上に飾る

卵パックやおちょこの
くぼみを利用すると均等
の大きさに作れます

こまめ

プチシューは
下からつけると綺麗に

できますよ！

こまめ

今年は新型コロナウイルスが世界中で感染拡大し、外出自粛やマスクの常時着用など、
生活様式が一変する年になってしまいました。
弊社におきましても4月中旬から5月まで約8割の社員が休業し、ご迷惑をお掛けすることがあったかと存じます。
皆さまのご支援のもと営業を継続でき、こまめだよりを通じて繋がり続けていけますことに心から感謝申し上げます。
暮らしにまつわる様々な事業を通して、皆さまの毎日に「心地よさ」をお届けできますよう、来年も社員一同努めてまいります。
今後とも、「西部ガスリビング」「こまめだより」をよろしくお願い致します。
では、よい年をお迎えください。

2020年も残すところあと僅かになりました。

西部ガスリビング株式会社

西部ガスリビング 検 索

「こまめだより」はお客さまと西部ガスリビングを

繋ぐ季節のお便りです。みなさまのお声をもとに

ちょっと役立つ情報をお届けします。

お
し
ら
せ
！
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次回Vol.26は、2021年3月下旬発行予定です。

本紙に折り込みの「こまめだよりVol.25」
アンケートにお答えいただいた方に
抽選でプレゼントを差し上げます。

こまめだよりについてのお問い合わせは、野口・今﨑まで。

こまめな
プレゼント

おまめくん こまめちゃん

具材の鮮度に関わる為、
酢飯の粗熱はしっかり

取りましょう！

こまめ

材　料 （4人分）

ご飯 ････････････ 2合
好きな具材 ･･････適量
（写真は刺身パックを利用）

[すし酢]
米酢 ････ 大さじ4
砂糖 ････ 大さじ3
塩 ･･････ 小さじ1

つくりかた

①すし酢の材料を全て混ぜる
②温かいご飯に①のすし酢を入れ、切るように混ぜて粗熱をとる
③ラップを広げて大さじ1杯分の酢飯をのせ、ラップを絞ってまるい形に整える
④別のラップに刺身、③の順にのせて包みなおし、優しく形を整える
⑤いくらやわさびなどをトッピングしたら出来上がり

ーマンションリフォー ム 事 例 編 ー

西部ガスリビングで手がけた
施工事例を、ご依頼くださった
ご夫婦のお話とともにご紹介します。

今回の
お客さま

大野城市

S さま

リノベーション事業部
住宅課 本村

お問い合わせ・ご相談はお気軽に！ 0120‐494‐312リノベーション事業部

今回
担当した
のは

「荷物の出し入れがスムーズにできる広い土間のある玄関と、
妻がミシンで作業するスペースが欲しいというのが当初の希望。
限られたスペースをどう有効活用できるかが課題でしたが、キッチン
を移動させることで間取りを大きく変えることができました。広い
リビングにたっぷりの収納。ドアはすべて引き戸にし、床は段差を
なくしました。これで将来も安心です。床暖房を備えたリビングは
とにかく居心地が良くて、ステイホーム中もストレスは皆無。もう、
すべてに満足しています」

すべてに大満足の新しい我が家

「夫婦2人暮らしのマンションは築25年。5年前にキッチン・風呂・
トイレのリフォームはしたのですが、暗い玄関や収納が足りないこと
がストレスになっていました。夫婦ともに多趣味で、特に私はアウト
ドア、妻はソーイングや織物の道具が多く、１室が物置状態に。これら
を何とかしたくてリフォームを決意しました」

玄関を明るく、道具を整理したい

「とにかく、西部ガスリビングさんの提案が素晴らしかった。
キッチンや寝室に小窓をつくって風と光を取り込むようにしてくだ
さったのも担当の本村さんのアイディアですし、いろいろ悩んだ壁紙
もいっしょに考えてくれて。室内の温度も一定になって、どこにいて
も快適なんです。数年後に定年を迎えますが、働いているうちに
思い切ってリフォームをしたことはいい判断だったと思います。自分
たちの生活スタイルに合った居心地のいい空間で、この先ずっと
暮らしていけることに幸せを感じています」

担当さんのアイディアに感謝です。
②リビング
寝室だった部屋の壁を取り払い、
リビングを拡張。木々の写真の壁紙
はご夫婦のお気に入り

③寝室
キッチンだったスペースは
寝室に。引き戸にも貼った
木目調クロスがおしゃれ

①玄関
土間をつくり、奥に容量たっぷりの
収納も設置。広く明るくなりました。
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薄暗かったキッチンも
明るくチェンジ

キッチンの
小窓は奥様の
お気に入り
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玄関土間拡大 採光と風とりこみのため
欄間に窓を設置

キッチン場所移動
西部ガスリビングにて
以前工事したキッチンを
そのまま再利用
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人気は
売り切れ必至の
「はらえもち」

個性的なパン
約40種を販売

年末年始は篠栗町へ癒され旅

釈迦涅槃像全長41m。大迫力の釈迦涅槃像

祈願や供養などを行う南
蔵院本堂

御朱印はこちらで授与

宝くじのご利益なら大黒堂がおすすめ

勝負運に強い

とされるお念珠

ねはん像すす払い

小倉トースト(600円)と

サラダ＆スープのセット

(200円)
紅白の酒粕まんじゅう

(１個 110円)インスタも
チェックして
ください

店長の今井健太郎さん

お得な
詰め合わせも
ありますよ

直ちゃんこんに
ゃく

(１袋2個入り300円)は

お刺身で、酢味噌を

つけて食べるのが

おすすめ

四代目の村嶋陽子さん

料理はもちろん
雰囲気も
楽しんで

無添加の米味噌を２種使っただご汁定食(1,320円／単品は870円)野菜もたっぷり

来年の干支・丑年の守護仏
である虚空蔵菩薩を本尊とする
千鶴寺。虚空蔵菩薩は知恵と
福徳を授ける仏様で、同じく
知恵と福徳を授けるフクロウ
(不苦労)の寺としても知られ
ています。
※千鶴寺までは道が細く険しい
場所があるので、運転には十分
ご注意ください。また、冬季は
凍結で道路封鎖される場合が
あるので、事前に問合せしてから
出かけましょう。

2021年の干支・丑年の

守護仏がご本尊のお寺

福岡県糟屋郡篠栗町篠栗95-8
TEL 092-947-6370

千鶴寺

千鶴寺

北海道産大納言を使った

ぜんざい(720円)は

上品な甘さ

フィルター・ファンの乾燥中に

お役立ち知識まめ

流通営業部 営業課 諸岡▶

掃除しようと思っても、なかなか手をつけにくいのがレンジフード。
大変そうだからとつい先延ばしにしてしまうと、汚れは頑固なものになって
しまいどんどん落ちにくくなるという悪循環に・・・。
お掃除が億劫になっている方も多いのではないでしょうか？
そこで今回は年末の大掃除に向けて、ご自身でできるレンジフードのお掃除
方法をご紹介します。

レンジフードのお手入れ編

エアプロは当社人気No.1のレンジフード
メーカーです。
レンジフードのみのお取替えも承ります。

年末の大掃除に

ゴミ袋・段ボール・ゴム手袋・バケツ（または桶）・中性洗剤・スポンジ・やわらかい布・歯ブラシ

お掃除前の準備STEP 1

❶電源プラグを抜く、またはブレーカーの電源を切る
❷汚れや万が一の落下物による破損防止の為、コンロ
の上を段ボールで覆う

※ガスコンロは元栓を閉める、IHの場合は電源を抜くなどして
事故が起きないようにしましょう

※ここからは汚れとケガ防止のためにゴム手袋を着用します

ファンのお掃除STEP 4

❶バケツ（または桶）にゴミ袋を被せ、STEP３と同様
に洗剤を溶かしたお湯を溜める
❷ファンが完全に浸かるように袋に入れ、30分つけ
置きする 　　　 バケツや桶に袋を被せることで、
ファン全体をしっかりつけ置きできます
❸歯ブラシやスポンジを使って汚れを落とす
❹洗剤を洗い流し、布でふき取る、もしくは自然乾燥
させる

本体のお掃除STEP 5

❶中性洗剤を溶かしたぬるま湯に布を浸し、布でレ
ンジフードの本体を拭く

パーツの取り付けSTEP 6
❶フィルター、ファンに水気
が残っていないか確認
し、パーツを取り付ける

フィルターのお掃除STEP 3

❶ゴミ袋をシンクの中にセットし、中性洗剤を溶かし
たお湯（50～60度）を袋の中に溜める
❷フィルターを袋に入れ、30分つけ置きする
❸フィルターの目に沿って、スポンジや歯ブラシで汚れ
を落とす 　　　 フィルターは裏側から掃除して、
表側の汚れを外側に押し出すように洗いましょう

❹洗剤を洗い流し、しっかり乾燥させる

パーツの取り外しSTEP 2
❶フィルター、ファンを取り外す
※レンジフードにも様々な形がありますので、取り外し方は
取扱説明書をご確認下さい

Point

Point

必要な道具

冬は雪景色も
きれいです

1年の厄落とし
新年の祈願に

どうぞお越しください

副住職の
林覚竜さん

オーナーの高橋絵里奈さん

女将の吉田文見さん

南蔵院 検 索

福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗1035
TEL 092-947-7195
営業時間 ／ 受付 10：00～16：00
　　　　　　※拝観24時間可能
定 休 日 ／ なし

南蔵院

篠栗の山間にある推定築50年の古民家をリノベーション。
「自然・調和・癒し」をコンセプトとしたカフェで、無添加の
味噌を使った「だご汁」(600円)やナツメティー(500円)
など、体にやさしいメニューも用意されています。また、
タイ式ヨガのレッスンや陶芸教室なども開催 (共に要
問合せ)。店名は「ご利益がありますように」との願いが込め
られたもの。美味しい料理と趣のあ
る空間でのんびり過ごせば、ほっと
心和むご利益にあやかれそうです。

古民家カフェで元気をチャージ
素敵な時間が静かに流れる2

RIYAKU. 検 索

福岡県糟屋郡篠栗町萩尾671
TEL 092-410-7555
営業時間 ／ 11：30～17：00(LO)
　　　　　　タイ式ヨガ、陶芸体験は10：00～20：00(予約制)
定 休 日 ／ 不定休

RIYAKU.(リヤク)

女将の祖父の代に建てられた日本家屋は築100年以上。至るところに生けられた
季節の山野草が美しく、店内は懐かしくも洗練された雰囲気です。こちらで提供
するのは、素朴ながら味わい深い体にいい料理。名物は昆布・いりこ・アゴをじっくり
煮出した出汁をつかった「だご汁」。天然エビを使った「天ぷら定食」(1,580円)
や、白玉かお餅か選べる「ぜんざい」など
甘味も人気です。場所は南蔵院のすぐ近く。
冷えた体を温めるにはぴったりのお店です。

歴史ある日本家屋の食事処
だご汁や甘味でほっこり3

お遍路の町であり、仏事を大切にする篠栗で、あらゆる行事
の際に利用されてきたお饅頭屋さん。約80年前の創業時から
変わらぬ丁寧な手作業でつくら
れる饅頭は、素材の良さを感じ
させるやさしい味わい。午後に
は売り切れてしまう商品もある
ので、ご購入はお早めに。12月
は26日からお餅専門店になり
ます(お餅は要予約)。

年末はお餅屋さんになる和菓子店
愛され続けて80年！4

こんにゃくをメインに製造する食品会社の直売所
で、多種多様なこんにゃくを販売しています。なか
でも、篠栗産稲わら灰でゆっくり
と凝固させる独自の製法でつくる
「直ちゃんこんにゃく」は、ここ
でしか購入できない逸品。特有の
臭みがなく、なめらかな舌触り
が特徴です。ぜひ、一度ご賞味
ください。

マボロシ!?のこんにゃくに注目
ここでしか味わえない！5

村嶋饅頭店 検 索

福岡県糟屋郡篠栗町中央4丁目16-2
TEL 092-947-0203
営業時間 ／ 8：00～18：00
定 休 日 ／ 月曜(祝日の場合は翌日)
年末年始 ／ 12月31日～
　　　　　　1月6日までお休み

村嶋饅頭店

吉田屋 検 索

福岡県糟屋郡篠栗町篠栗966
TEL 092-947-0048
営業時間 ／ 11：00～15：00
定 休 日 ／ 月～木（祝日の場合は営業）
年末年始 ／ 12月は27日まで営業、1月2・3日は営業

吉田屋

直売所 直ちゃん市場 検 索

福岡県糟屋郡篠栗町篠栗1655
TEL 092-947-1946
営業時間 ／ 10：00～16：00
定 休 日 ／ 火曜
年末年始 ／ 12月29日～
　　　　　　1月6日までお休み 

直売所 直ちゃん市場店内には焼き物などの

販売コーナーも

盛り付けも素敵なアイストースト(ハニー＆ナッツ／600円)とカフェラテ(500円)

折込の「こまめだよりVol .25」アンケートに
お答えいただいたお客さまの中から抽選で
『RIYAKU.で使える2,000円分お食事券』を
5名様にプレゼント！（締切2021年1月17日）

こまめな
プレゼント

霊験あらたかな境内で心身を浄化
ご利益スポット満載！1

高野山真言宗の別格本山であり、弘法大師(空海)の足跡を辿り霊場を巡拝する
お遍路「篠栗四国霊場」の総本寺でもある南蔵院。ブロンズ製では世界一の大きさを
誇る釈迦涅槃像をはじめ、さまざまな厄災から人々を助ける「不動明王」、心身が
清められる感覚になる「不動の滝」など、境内にはご利益スポットや見どころが満載
です。また、1年の納めの行事のひとつ「ねはん像すす払い」(12月26日11時～)は
どなたでも参加可能。尚、南蔵院は祈りを捧げる神聖な場所ですので、境内では
マナーを守って静かに参拝しましょう。

▲提供：南蔵院

MAP

メーカープレゼンツ！

画像提供 ： AirPRO by ‒FUJIOH-

篠栗観光協会では
様々な企画提案中


