このニュースレター
はベンリー松任店ご
利用のお客様に 無料
で送付させていただ
いております。

旬のたけのこを使って、ご飯によく合う
おかずを作りましょう

（1人分…約290kcal）

たけのことニラの豚キムチ炒め

Vol.２

①豚こま切れ肉にＡをまぶして下味をつけて
おく
②ゆでたけのこを食べやすい大きさにスライ
スしておく
③ニラを５cm幅に切りそろえておく
④にんにくをスライスし、ごま油を温めたフ
4人分
豚 こ ま 切 れ 肉…200g、Ａ ライパンで香りが出るまで炒め、①と②を
（しょう油・みりん…各大 加えてさらによく炒める
さじ２）、ゆでたけのこ… ⑤④に軽く塩・こしょうをし、ニラとキムチ
200g、ニラ…１束、にんに
く…１かけ、ごま油…大さ を加えてよく炒める
じ１、塩・こしょう…少々、⑥⑤にＢを加えてよく絡めるようにして炒め
キムチ…100g、Ｂ（オイス れば出来上がり
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「こどもの日」に合わせて、企業もさまざま
なイベントやサービスを実施するのが最近の傾
向。その中でも、大和ハウスなどの協賛を受け

ターソース…小さじ２、キ ★調理のポイント★
ムチの汁…少々）
キムチやキムチの汁の分量は、お好みで加減して
ください。

て毎年5月に開催される「子どもの日全国少年野
球教室」（全国48カ所で開催）は、無料で元プ
ロ選手にキャッチボールやバッティングの基本

ご応募方法

を教えてもらえるとあって人気です。また、毎

官製ハガキに、住所、氏名、
電話番号、クイズの答えを書
いて、下記へお送り下さい。
正解者の中から抽選で５名の
方に「ケーキの店しまや」さ
んの白山ジオロール「白山の
恵 実 ロ ー ル」１ 本 プ レ ゼ ン
ト！ク ー ル 便 で お 届 け し ま
す。

年、カゴメは、全国の幼稚園/保育園児に「こど

白山手取川ジオパークの日本ジオパーク認
定を記念して、白山市内各店舗が、白山手
取川ジオパークをイメージした商品を作
り、ジオパークを盛り上げようと企画して
商 品 化 さ れ た の が「白 山 ジ オ ロ ー ル」で
す。
スポンジには、必ず白山市産○○を利用す
ることになっています。さて、○○とは何 送り先
〒924-0071 白山市徳光町44
でしょう？ＡからＣの中でお選び下さい。

Ａ.米粉

Ｂ.お酒

Ｃ.牛乳

ヒント：表紙の紹介を読んでね！

ベンリー松任店

もの日『楽しく食育』プレゼント」としての教
材やジュースなどをプレゼント。教材は毎年夏
休 み に 全 国15 カ 所 で開催 さ れ るミュ ー ジ カル
『カゴメ劇場』のテーマに連動していて、ホー
ムページからの応募で全国約6万人の親子が無料
で招待してもらえるそうです。

今月の賞品

またお出かけ先としても、幼稚園児まで無料
のゴールデンウィーク限定宿泊プランがあった
り、コンビニのミニストップのソフトクリーム

「懸賞クイズ」係行

が期間限定でお買い得になったりと、「こども
平成25年4月30日消印まで有効。当選者は6月号で発表させ
ていただきますとともに、商品の発送をさせて頂きます。

の日」は、子育て世代には何かとお得なことが
いっぱい。おでかけ前には最新の「こどもの日
サービス」の情報をしっかりチェックして、子

こんにちは！今年の母の日は5月12日（日）です。世
界で最初に「母の日」が祝われたのは1098年。アメリカ
でアンナ・ジャービスという女性が、社会活動家であっ
た母を偲ぶ追悼会で、母への感謝の気持ちをこめて参列
者に白いカーネーションを配ったのがはじまりと言われ
ています。その後、すべての母親の社会貢献を讃え、平
和を祈り、家族が集まる催しは全米に広がったそう。提

唱者であるアンナは晩年、母の日が次第に商業化されていく
ことを憂いて、「母の日は、母親と過ごし、母親のしてくれ
たことに感謝するための日であるべき」と訴えたそうです。
昨今のギフト需要調査によれば母の日全体で動くプレゼント
の総額はクリスマスをも超えるとか。アンナに習って、まず
は「ありがとう」の気持ちを伝えたいものですね。

どもと一緒の時間をお得に楽しんでみてはいか
5月5日は「こどもの日」。大型連休中には、さ
ミリーに嬉しいサービスがたくさんあります。全

白山ジオロールのご紹介

国的に、電車・バスの運賃が「こども無料」にな

■白山の恵実ロール
生地には、上品な香りとしつこ
くない甘さが特徴の和三盆糖を合
わせ、「白山米粉」と小麦を合わせた粉を使
い、しっとり、ふんわり焼き上げ、吉野谷の鬼
グルミを散らしました。上質なクリームにも和
三盆糖を使い、やさしく味わい深いクリームに
仕上げました。クリームの中には、渋皮栗とむ
き栗を入れ、和のテイストとなっています。

ることが多いので、移動には「子どもの日サービ
ス」を実施している公共の交通機関を利用するの

ベンリー松任店
〒924－0071 白山市徳光町44番地
TEL：076－277－4001 FAX：076－277－4002
URL：http://matto.benry.com E-mail：matto＠benry.com
営 業：平日 9:00～18:00 土･日･祝日 9:00～17:00 不定休

・お客様からのご意見、ご感想、質問など募集してお
ります！メールまたは、官製ハガキでお願いします。
・お客様のお友達、お知り合いなどでこのニュースレ
ターご希望の方にも送付させて頂きます。メールまた
は、官 製 ハ ガ キ に、ご 住 所、ご 氏 名、お 電 話 番 号、
「ニュースレター希望」とご記入の上、当店までお送
り下さい。

がでしょうか？

まざまな子ども向けのイベントが開催され、ファ

がおすすめです。お得なだけでなく、交通渋滞が
避けられて、時間も節約できるので、家族みんな
がハッピーになります。観光地でも、芦ノ湖を巡
る箱根 芦ノ湖遊覧船、神戸の海をマリンクルー
ズする遊覧船

神戸シーバスに乗るなら、小学生

以下が無料になる「こどもの日」に！

ケーキの店しまや

白山市中町9

春だ！サイクリングで
ダイエットしよう！
春風を感じながら自転車でお散歩してみませんか。自転車はジョギングやウォーキングと同様、有酸
素運動なので、長距離走ってもペースが乱れにくい上に、脂肪を燃焼するのにとても効果的です。続け
ることで基礎代謝を高めて、痩せやすいカラダを作ることができます。

●コース選びのポイント
自転車ダイエットは
「時速20キロ以上の速度を30分以上走れること」
が理想です。登り坂を猛スピードでこぐよりも、平らな道を一定の
速度を保って長い距離を停止することなく走る方がダイエットにつ
ながります。

●ダイエットに効く乗り方
自転車は乗り方ひとつで美脚をめざすことができます。足の親指の
付け根がペダルの中央にくるように当て、
つま先でこぐイメージで。
足首はしっかり固定し、ふくらはぎの筋肉を意識するとよいでしょ
う。

●自転車にもひと工夫
サドルを普段使っている高さから5センチほど引きあげて、
やや前傾
姿勢になることがポイント。ヒップアップ効果が期待できます。ま
た、ニの腕の筋肉を意識して適度に刺激を与えるとよいです。

もっとおしゃれに写真を飾りたいっ!
写真をセンスよく飾るには、
フレームをインテリ
アにマッチさせることが重要です。
写真を複数並べ
るなら、フレームの素材、デザイン、色のいずれか
を揃えて統一感を出すとよいです。旅先のポスト
カードなどと一緒に、
お気に入りの写真を小さなク
リップや木製の洗濯バサミで挟んで、
紐（ワイヤー、
麻ひもなど）にくっつけて、並べて飾ることもでき
ます。また、写真たてを横向きに置くなら花瓶など
など背の高いものと、
縦向きに飾るならお気に入り
の小物など背の低いモノと組み合わせてバランスを
とるとぐっとお洒落度がアップします。

アヤメとショウブ、どう見分ける？

昔から「いずれアヤメかカキツバタ」といわ
れ、ハナショウブ（花菖蒲）、アヤメ（菖蒲）、
カキツバタ（杜若）の3つは判別が難しい植物
として有名ですね。違いは、花びらの基のとこ
ろ。よく観察すると、花菖蒲は黄色、カキツバ
タは白、アヤメは網目状の模様があることがわ
かります。また、花菖蒲とアヤメの違いは、ア
ヤメの方が背が低く（30㎝～60㎝くらい）、乾
いた所に育つとい
う点があります。
カキツバタは花菖
蒲やアヤメに比べ
て花びらも茎も細
いのが特徴です。

本を増やさないためのコツ
Ｑ.本がどんどん増えてしまいます。買ったまま読んでいない本もあるので
すが。
Ａ.まず、自分の本棚にどれくらい本が入るのか量を把握してみましょう。
当然のことですが、スペースは決まっているので
す。
ジャンルごとに、本棚のスペースを決めておき、
１冊買ったら１冊はリサイクルか廃品回収に出すく
らいに考えましょう。また、これから先、読み返す
ことはないと思える本も同様です。

【読もうと思って買ったままの本は】
「いつか読もう」と思って、全く読んでいない、
ちらっと読んだけれどそのままの本はどうしたらい
いでしょうか。
①まず、
本棚から読んでいない本を見つけましょう。
②次に、その中で、今興味がある本を選んで読むか
どうか再検討します。
例「話し方講座」
③その本からどんな情報を得たいのか、紙に書いて
みましょう。
例「人から好かれる話し方を知りたい」
④では、どんなことが書かれているか目次を開いて
みましょう。目次や項目に「自分が知りたい情報」
が入っていたら、そのページを開いて読んでみま
しょう。そこに書かれていることが、しっくりい
けば最初のページから読み進めましょう。
なんとなく買ってしまった本は、この本を読む自
分の目的は何かを考えることで「いる」
「いらない」
がはっきりします。もし、読みたい情報が書かれて
いないと思ったら、リサイクルか廃品回収へ。今興
味がないと感じた本も同様です。どうしても、すぐ
には捨てられないと思う本は、期限付きで保留にし
て検討して下さい。

【買う前に本当に必要か考える】
これから購入する本は、目的意識を持って購入す
ることをお勧めします。目的に合うのかどうかは、
目次などから「キーワード」を10個拾い出してみて
下さい。
それで文章の中身がおおよそ分かるでしょ
う。
本も本棚にきれいに飾られているよりは、繰り返
し読んで活用したり、次の人に読んでもらったほう
が、嬉しいのではないでしょうか。

びわ

新進気□

独断□行

その分野に新しく登場して認められ、意
気込みや才能が鋭く、将来が期待される
こと。また、そのひと。

他人に相談せず、自分だけの判断に基づ
いて、勝手に行動すること。

＊「新進」は新しくその場に出る、新しく仲間入りす
る意。「気鋭」は意気込みが鋭く盛んなさま。「－
気英」は×。

＊「独断」は自分ひとりの考えで決めること。「専
行」は自分ひとりだけの判断で勝手に行うこと。
「－先行」は×。

（答）新進気鋭（しんしんきえい）

（答）独断専行（どくだんせんこう）

3千年も昔のインド古い仏典の中に、「万
病を直す植物」として登場するびわ。日本でも古くから咳が止まらな
いときや、熱があって喉が渇くときに生の実を食べるとよいとされ、
民間療法として親しまれてきました。びわは、あんず・みかんに次い
でビタミンＡを多く含む果実。カロテンのひとつ「βクリプトキサン
チン」が多く含まれているのが特徴で、これが体内でビタミンＡとし
て働き、皮膚や粘膜、消化器官などを正常に保ちます。高血圧やがん
予防、アンチエイジングにも効果があるといわれ、古くから葉も薬と
して利用されています。

