T op page

お客様と共に歩んで58年

2009年冬号

さぶちゃん通信

Vol.9

●さぶちゃん通信

ミッション：東讃地域の文化的生活創りをお手伝い
発行；株式会社マツシタ 代表取締役 松下三郎
〒769-2701 香川県東かがわ市湊815-17
http://www.tenka.biz/
http://www.shikoku.ne.jp/matsushita/index.html
電話番号 0879-25-0118 FAX番号 0879-25-1343
メール；saburo@shikoku.ne.jp

超

巨大 から揚げ（カラアゲ）

びっくりするような特大のから揚げを食べました。フライドチ
キンとしては世界最大だと思います。25センチから30センチ
ぐらいあります。
私の顔と同じぐらいの大きさで、とにかくビックリです。
しかし、コレ、日本ではありません。台湾のタイペイの夜市
で発見しました。
行列ができていたので、20分ほど並びました。
日本のとんかつの3枚ほどの大きさです。
デカイだけかと思いましたが味は絶品です。日本には無い
味ですが・・・
価格はなんと、日本円で150円ほど・・・円高の今がお得で
す。

同じ場所で、牡蠣（カキ）の玉子焼きも食べました。コレがま
た絶品！
かたちはお好み焼きに似ていますが、小粒の牡蠣がいっ
ぱい入った玉子焼きです。
2人で行って500円もあれば十分、グルメを楽しめます。
台湾へは日本の店で売れる雑貨や文具を探しに行きました
が、いい製品はありませんでした。やはり日本の製品が世界
一です。
でも、台湾はとても親日ですし、夜市のグルメは最高です。
あなたもためしてみてください。
松下三郎

あつっ・
・
・熱っっ・・
・
これも日本円で150円ほど。
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袱紗
（ふくさ）
の使い分けと包み方のマナー

お祝い事やお悔やみ事の際に持参する金封は
、袱紗（ふくさ）に包んで持参するのが礼儀です。
使用する理由は先方の「お気持ち」や「まつりごと」
を大切に考え、日本独特の礼儀を
重んじる礼儀からきているものです。
三本松店の三村です。
いつでも抹茶を飲みにきてください。

袱紗（ふくさ）の用い方
お祝い金を持参する場合の包み方

１）
あらかじめ祝儀袋をふくさの中央よりやや左の方へ
寄せておきます。

あの『流氷の天使』
クリオネが文具生活に
やってくる！

流氷の下に暮らすクリオネと文具生活で出会え
ます。
クリオネの体は、クラゲのように透明です。翼を羽
ばたかせるように動きます。
クリオネは雌雄同体の生き物です。胸に足葉（そ
くよう）と呼ばれる部分があり、2匹が胸と胸を合わ
せるようにして交尾をします。その姿はまるでワルツ
を踊っているようだといわれています。
『流氷の天使』“クリオネ”が２月末、文具生活東か
がわにやってきます。
楽しみにしてください。
流氷の下の生き物です
ので、冷蔵庫の中でしか
飼うことはできません。

２）
左を中に折り込みます。
３）
上をたたみ、
次に下をたたみます。
４）右を折り裏へ折り返して完成です。
（左の上下に小
さく三角形ができる）

ふくさの色・
・
・赤色・朱色・エンジ色・紫色などを使
用します。
お悔やみ金を持参する場合の包み方

クリオネが来るのが楽し
みです。

トリプルショコラリッチが文具生活に帰って
きました

トリプルショコラリッチが文具生活に帰ってきまし
１）
あらかじめ不祝儀袋をふくさの中央よりやや右の方
へ寄せておきます。
２）
右を中に折り込みます。
３）
下をたたみ、
次に上をたたみます。
４）
左を折り裏へ折り返して完成です。
（右の上下に小
さく三角形ができる）ふくさの色・
・
・緑色・藍色・鼠色・
紫色などを使用します。

間違って使用すると慶弔が逆になり、先方に対して
大変失礼になりますので十分注意が必要ですが、紫
色はお祝い事、お悔やみ事の両使用ができ便利で
す。

た。かつて、雑誌「香川こまち」で紹介されたスイー
ツ“トリプルショコラリッチ”です。
チョコ好きの間ではすでに有名なスイーツです。
６層のチョコレートデニッシュは、伝説のスイーツと
して相変わらずの人気で、ネットでは65万個も売
れました。
香川県で直接購入できる
のは、文具生活東かがわだ
けとあって、またまた大ヒット
しています。
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何もない部屋からの脱出をこころ
みるゲームの紹介です。頭の体
操になります。
おもしろサイトを紹介します。脱出ゲームです。
パソコンの「スタート」→「すべてのプログラム」→「ゲーム」とクリッ
クしていくと「マインスイーパー」「ソリティア」などいくつかのゲーム
名が表示されると思います。
マウスだけで遊べますし、ルールが単純なのでついついもう一回
もう一回とハマってしまった人もいるのではないでしょうか。
もっと面白いゲームを紹介します。インターネット上でもマウスで
遊べるゲームがたくさんあります。その中でも今回紹介したいのは
脱出ゲーム。
最初に
『あなたはなぜか鍵のかかった部屋に閉じ込められてい
ます。
なんとかしてここから脱出しましょう』
という命題が出されます。
部屋の中をクリックして脱出に使えそうな道具（アイテム）を集め、
それらを駆使して鍵を見つけ出し、部屋から出るというのが最終目
的です。
部屋のどこをクリックするのか、またアイテムをどう組み合わせる
のかを考えなくてはいけません。
とにかく頭の体操になります。
中には暗号みたいなものもありますので脳トレにも充分に活用で
きます。
難易度も簡単なものから難しいものまでありますので、頭の体操
に、暇つぶしに、力試しに挑戦してみてはどうでしょうか。
11月24日
（祝日）
、
恒例の生徒
さんたちとの遠足に行ってき
ました。
滋賀県の日吉神社と石山寺
です。私たちの教室は定期的
に楽しい会を
企画しています！
！

優しく穏やか？な川
田です。趣味は・・・
教室に来て聞いてく
ださい。
写真が趣味で、ひょ
うきんなおじさん!?
村尾です。
笑顔が素敵でいつ
も前向き、ちょっとお
っちょこちょいの武
田です。
健康の為に毎日1
万歩以上を歩いて
いる誰よりもタフな
三好です。
教室長、肝っ玉
母さんの石原で
す。

？

この年になって いまさらなのですが、絵本にハマっています。
日本の童話はとくに内容がこいというか・・・ 奥が深いようです。
絵本 イコール 子供の読み物 は、非常にもったいないように思いま
す。
例えば
「傘地蔵」
のお話は、
純粋に他人に優しくするとめぐりめぐって
自分に返って来るお話のようです。
童話には、こぶとりじいさんのように、戒めの本も多いようです。
誰が 作ったのだろう？？？と思いを馳せてしまいます。
みなさんもよくご存知の「西遊記」
スマップの香取慎吾さんが孫悟空役で映画にもなっ
ていたので観られた方も多いかと思います。
三蔵法師がお供を連れて悪と闘いながらお経をいた
だきに行くお話ですよね。
傘地蔵
三蔵法師の言葉が頭に残っています。
「何もしないことが生きることではありません。生きるとは闘う事です。」
感動してしまいました。
でも、知っていましたか？
三蔵法師がもらいにいったお経は、みなさんのよく知っている
「般若
心経」
だったと言われているのを・・・・・・・
見方を変えると絵本一つでも「ホー」って感じですよね。
みなさんも ぜひ 童心にかえって 大人の目で絵本を読んでみてく
ださい。
おもしろいですよ！！これはという絵本があれば 教えてくださ～い！
！
教室長 石原

パソコンの個別指導をしていますが、
実は私たちが生徒さんからたくさん学んでいます。
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味の探検隊
小田の「思風」
小さな漁村、さぬき市小田の
「思風」
（うむかじ）を紹
介します。
普通の民家です。小さな看板がかかっているだけで奥さんが
一人でやっています。一日に10食ほどしか作りませんので、完
全予約制です。前日まで電話してください。

目印はこの看板だけです。

玄関に入ると、海と畑の見える小高い部屋に案内してくれます。
すべて手作りのおまかせ限定ランチのお店です。
5時間以上かけて10食しか作りませんので、味だけではなく愛
情まで食べることができます。

編集後記
この日の手作り料理とデザート

コーヒーとりんごのコンポートゼリー

小田の風がとても素敵なので、沖縄のことば「思風」（うむかじ）
と名をつけたそうです。
前日までに電話をして空いていればＯＫです。
毎日メニューは違いますが、１２月のある日のメニューです
★里芋の素揚げ
★ササミの梅、
しそはさみ揚げ
★イカのそうめんまぶし団子
★小松菜のじゃこあえ
★もやしと卵の甘酢
★鳥とエリンギのつみれとかぶのお吸い物
★志度の牡蠣ごはん
★自家製漬物
★コーヒーとデザート
（りんごのコンポートゼリー）
これで１，０００円です。

予約はコチラ・・・

時間11：30～15：00
不定休
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