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から

意外と知らない「パンの食べ方」

まで

フランス料理のような洋食のフルコースでは、

パン皿は、メインの皿の左側または左上などに

白米ではなくパンを食べるのが一般的です。テー

置かれます。パン皿がない時には、ついメインのお

ブルマナーについて知ろうとする機会はあると思

皿に乗せたくなりますが、実はメインのお皿の左

いますが、パンだけについては意外に考えないか

あたりのテーブルクロスの上に直接置くのがマ

も？そこで今回は、
パンの食べ方をご紹介します。

ナーです。

パンの種類はたくさんありますが、多くの場合、

パンは、そのままかじりついたりせず、必ずち

料理の味を邪魔しないよう、バゲットという、
少し

ぎって食べます。バターを塗る時には片手でパン、

硬めで甘くないシンプルな味のパンが出されま

もう片方の手でバターナイフを持って、小片を食

す。

べるたびにバターを塗りながら口に運びます。皿
の上に皮の部分だけを残したり、逆に生地の部分
だけを残したりするのはＮＧ。
また、
テーブルの上
にパンくずが落ちても、お店の人が綺麗にするの
で、自分で拾ったり掃除したりしないことです。
また、料理に添えられたソースや、
スープをたの
しむためにパンをつけて食べる方がいますが、正
式な席ではＮＧとされています。
（くだけた席なら
ＯＫです）心にとめておくとよさそうですね。

【パンの食べ方とマナー】 https://www.best‑manner.com/tableManners/french/bread.html

にくくなる「スタミナ強化効果」
、血液
「エアロビクス」はもともと「有

中の善玉コレステロールを増やし
酸素運動」という意味です。

★ペット向け家具★

病などの「生活習慣病予防効果」な
全身運動は、瞬発力を必要とする

どが期待できます。
運動や筋力を鍛える運動と比べて、健

エアロビクスは下肢を頻繁に使う
康づくりには非常に効果的だと言わ

ため、どうしても足に負担がかかりま
れています。

近年︑ペ ット ととも に快適 に暮
らせる室内環境をつくるため︑
ペット向け 家具や インテ リ アへの
ニーズが高 まって います ︒ 総合イ
ンテリア販売の︵株︶大塚家具は︑
ペット向け 家具・ インテ リ アを数
多く開発販 売し︑ 注目を 浴 びてい
ます︒例えば︑爪などによるキズや
汚れへの耐 久性を 持った ソ ファや

ください ︒

は大塚家 具の公 式サイ トを ご覧

ともでき るため ︑興味 があ る方

す︒オンラ インシ ョップ で 買うこ

広いインテ リアを 取り揃 え ていま

カーテン︑ラグ︑カーペットなど幅

レビボード など︒ 他にも ︑ 照明︑

ル︑キャッ トウォ ークに も なるテ

にデザイン された ソファ や テーブ

チェア︑ペ ットと の距離 感 を大切

ペットと暮らそう♪

て動脈硬化を防ぎ、心筋梗塞や糖尿

エアロビクス
常に体に酸素を入れながらの

日本では、音楽に合わせて手足をリ

す。動画や DVD を使えば自宅でもで
ズミカルに動かすエクササイズ「エア

きるスポーツですが、スポーツクラブ
ロビクス・ダンス」が 1980 年代に

や体育館など、弾力のある床で行なう
ブームになり、そのダンスを「エアロ

ことでより安全に楽しむことができ
ビクス」と呼ぶのが定着しました。

ます。また、スポーツクラブでは、初
脂肪の燃焼を促す「ダイエット効

心者から上級者向けの様々なプログ
果」や、呼吸器や循環器の機能が強く

ラムを展開しているため初めての方
なることで持久力が向上し、体が疲れ

でも安心です。

★余ったご飯をリメイク★

余ったご飯をうまく活用すること

で︑お米代をはじめ︑昼食代やおやつ

代などい ろいろ な節約 がで きます︒

ラッ プに 包 んで 冷凍 庫 に入 れて 保

存し たり ︑ 炒飯 にし た りと いう 使

い方 は︑ 多 くの 家庭 で やっ てい る

でしょう︒︵ちなみに︑冷凍庫には熱い

ままで入れた方が︑解凍したときに風

味が蘇ります︶けれども︑炒飯だけで

なく︑トマトやチーズなどを使った洋

風リゾット︑ライスコロッケをはじ

め︑ピザやお好み焼きの生地として使

うこともできます︒ライスパンやライ

スケーキ︑デザート類に活用すること

もできるようです︒ネット上でも様々

なレシピが紹介されていますから︑

チェック してみ ましょ う︒

〜「着やせ」のポイント〜
体型を気にしている方は、それをカバーする着こ

二の腕などの太さを感じさせません。

なし「着やせテクニック」を駆使することで、無理

④ ベルト・コサージュ・ストールなどの小物は、気

なダイエットをしなくても済みます。着やテクには

になる箇所から遠い位置に置くと良いでしょう。ま

下記のようないくつかのポイントがあるので、ぜひ

た、高い位置にポイントを置くと脚長効果も。

試してみてくださいね。

⑤ 丈の長い羽織り物を使うと、体のラインが隠れ、

① 同じ形の服でも上下を分割する線の位置によっ

すらっとした印象になります。夏でも、薄手のカー

ては、胴体の長さが違って見えます。すらりとした

ディガンなどを取り入れてみて。

スタイルに見せるには、分割線がなるべく上にある
ものを選び、目線を高い位置に集めて。
② 縦ラインを強調する縦じまならスマートに見え
ます。ちなみに、同じ縞模様でも、横じまは横に広
がって見えるためＮＧ。
③ 袖は、七分丈で少しゆとりのあるものなら肩や

＜今月のヒント＞ コンセントやスイッチの高さ
若い頃はそれで不便を感

ントやスイッチが必要な家

じなくても、年齢が上がって

具や家電をリストアップし

くるとコンセントの抜き差

て、それぞれの使い道を想定

しのたびにかがむ動作が

しながら位置や高さを決め

リフォームの際、コンセン

おっくうになることがあり

ていくといいでしょう。

トやスイッチの使い勝手を

ます。差しっぱなしのコンセ

良くしたいというご希望が

ントはいいとして、扇風機、

あります。

ファンヒーター、掃除機など

どの位置にするかは大事

に使うコンセントは床上 30

なポイントですが、同時に

〜 40 センチの高さに付け

「高さ」も考えておくと、よ

ておくと便利でしょう。

り使い勝手が良くなります。
一般的に、コンセントは床
に近い位置に取り付けます。

スイッチも同じで、居住者
の使いやすい高さというも
のがあります。まずはコンセ

これで今夜のおかずはおまかせ！

もやしの栄養

【参考】キッコーマン

ホームクッキング

https://www.kikkoman.co.jp/homecook/

もやしは、種子本来の栄養素に加え、発芽、成長しながら新たに別の栄養素が生成するという特殊な野菜で
す。
「もやし生産者協会」のホームページでは、もやしに含まれる栄養素としてカルシウム、カリウム、葉酸、
ビタミン B1、ビタミン C、食物繊維、アスパラギン酸などを挙げ、
「心臓機
能や筋肉機能を調節」
「便秘や糖尿病、大腸ガンといった生活習慣病を予防・
改善する」
「カゼの予防にも最適」
「スタミナをつけたり疲労を回復させる効
果」などそれぞれの効能も詳細に説明しています。
それぞれの分量は少なめですが、低カロリーでヘルシー、低コストでお財
布に優しく、様々なお料理で楽しめる万能野菜であることは間違いないで
すね。

当店の蕎麦は
生そばを使用
しております。

これからの時期、
あたたかいおそばは
いかがですか？
☆当店オススメ☆
肉そば・うどん
通 常 の メ ニ ュ ー よ り 麺 の 量 が １．５ 倍 で ボ
リュームたっぷり！
ごま油で炒めた豚肉とネギが香ばしい一品
☆
ラー油をかけても美味しいよ(〃)´艸̀)

（温・冷）各７００円

※

写真は肉そば

●大曲駅

●厚生医療センター様

向かいに駐車場
あります。

入り口前の竹が目印！

★

●グランマート様

●北都銀行様
●仙北ファミリー
ボウル様

丸子川
●グランドパレス
川端様

☎０８０−１６８３−９０１２
〒０１４−００２６
秋田県大仙市大曲丸の内町6番4号
アクアマリンビル１−２
営業時間
昼 月〜土曜日 １１：００〜１５：００
夜 月〜木曜日 ２０：００〜２４：００
金〜土曜日 １８：００〜２４：００
定休日：日曜日(臨時休業あり）

裏面にお品書きあります→

当店の蕎麦は
生そばを使用
しております。

そば・うどん
ぶ っ か け そ ば・ う ど ん （ 冷 の み） 各 ５ ０ ０ 円
かけそば・うどん(温・冷）

各３８０円

ざるそば・うどん（冷のみ）

各３８０円

月見そば・うどん（温・冷）

各４２０円

き つね そ ば・ う ど ん （ 温 ・ 冷 ）
ミニそば・うどん（温・冷）

ご飯もの
焼肉丼（大）

５００円

各４５０円

焼肉丼（小）

３５０円

各２５０円

カレー丼（大）

４５０円

麺大盛り(１．５倍）

＋１００円

カレー丼（小）

３００円

麺特大盛り（２倍）

＋１５０円

天丼用ライス（大）２００円

麺超大盛（３倍）

＋２００円

天丼用ライス（小）１００円

天ぷら

トッピング

飲み物

その他

盛り合わせ ５００円

とろろ

１００円

ビール

５００円

みそ汁

えび天

１５０円

きつね

８０円

焼酎

３５０円

いか天

１５０円

大根おろし

８０円

ジュース １５０円

おつまみ 300円
(日替わり）

鶏天

１５０円

生卵

５０円

かき揚げ

１５０円

ちくわ天

１００円

野菜天

１００円

50円

おつまみ 500円
（日替わり）

このチラシをご持参の方にトッピング
または 天ぷら(100円 の品）一品サービ
近隣にコインパーキングに車をお停めの
ス！(コピー可）
平成30年10月末日まで有効
方は１００円のメニューを一品サービス

（駐車券をご提示ください）

