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きくらげを使った料理　新しい年のおもてなしにもお正月特別編

友の会は1930年ジャーナリスト・教育者である羽仁もと子を中心に雑誌「婦人之友」の愛読者
によって生まれた団体で全国各地にあります。千歳友の会は千歳と恵庭に住む会員が集まって
衣・食・住・子ども・家計の勉強をしながら活動しています。どなたでもいつからでも会員にな
れます。お問合せは、千歳友の会（☎0123-24-9078）まで。

　Instagramアカウント　@chitosetomonokai

＊ きくらげは、干し椎茸でも代用可能です。代用する
場合は、5ｇ→小４～５枚、4ｇ→小3枚くらい。
＊ きくらげは、千歳・恵庭の道の駅で千歳産のもの
を取り扱っています。

★作り方
① れんこんは皮をむき、７～８㎜の厚さ
に輪切りにして水にさらす。
② ねぎは粗みじんに切り、きくらげは水
で戻して石づきを取り細かく切る。
③ ボウルにひき肉を入れ、調味料ⓐを入れ
て練り、ねぎときくらげを加えて混ぜる。
④ れんこんの水気を拭き、片栗粉（分量
外）を薄くまぶしてから③を大さじ山
もり１杯ほどのせ、もう1枚のれんこ
んをのせてしっかり押さえ、全体に片
栗粉を薄くまぶしつける。
⑤ 揚げ油を中温に熱してれんこんを入
れ、２～３分かけてカラリと揚げる。
レモンを絞り、好みで辛子しょうゆを
つけていただく。

★作り方
① ふきは2㎝の千切り、人参は短冊切り、こん
にゃくは下茹でして短冊切りにする。きくら
げは水で戻して石づきを取り、千切りにする。
② ①を油でサッと炒め、調味料ⓐで汁気がなく
なるまで煮る。
③ ザルにふきんを敷く。
④ 湯を沸かして塩ひとつまみを加え、豆腐を手
でほぐしながら入れる。浮いたらザルにあ
げ、水気を絞る。
⑤ すり鉢で、豆腐と調味料ⓑをよくすり合わ
せ、下煮した具を和える。

鮭の重ね寿司白和え

れんこんのはさみ揚げ

きくらげは、ビタミンB、Eを豊富に含み、疲労回復、老化防止に効果あり。鉄やカリウムも多く、貧血や高血圧の予防に。また、キノコ類の中でもコレステロール低下
作用が高く、免疫力も高めるすぐれた食材です。

★材料（4人分）
・れんこん ………………………… 小2個
・豚ひき肉 ………………………… 150g
・ねぎ ……………………………… 15cm
・きくらげ（乾燥） ……… 4g（小5～6枚）

★材料（5～ 6人分）
・ふき(わらび・ぜんまいなどでも) ………… 100g
・人参 …………………………………………50g
・こんにゃく ……………………………… 100g
・きくらげ（乾燥） ……………… 5g（小7～8枚）
・サラダ油 ……………………………… 大さじ1
・豆腐 ……………………………………… 150g

・揚げ油 ………………………………適量
・レモン ………………………………適量

・ごま油 …………………小さじ1/2
・しょうゆ ………………大さじ1/2
・塩、こしょう ……………………少々
・片栗粉 …………………大さじ1/2
・水 ………………… 大さじ1と1/2

ⓐ

・だし汁 …………………………… 100g
・塩 …………………………… 小さじ1/2
・しょうゆ …………………… 小さじ1/2
・砂糖、みりん ………………… 各小さじ1

ⓐ

・練りごま（白） ……………大さじ1と1/2
・砂糖 …………………………… 大さじ2
・塩 …………………………… 小さじ1/2
・酒 ……………………………… 小さじ1

ⓑ
★作り方
① 米をとぎ、30分ほど水と昆布につけ、酒を入れて
炊く（材料ⓐ）。昆布は炊き上がったら取り出す。
② ⓑの合わせ酢を作り、ご飯が熱いうちに混ぜる。
③ 鮭は水につけて塩抜きをする（１～２時間くら
い）。あまり塩が抜けてもおいしくないので、鮭
の塩分量によって調整する。
④ ③を酢に1時間ほど漬けておく。腹骨と皮をは
ぎ、一口大のそぎ切りにする。
⑤ きくらげは水で戻して石づきを取り、ⓒの調味料
で汁がなくなるまで煮て、冷めたら細かく刻みす
し飯の温かいうちに混ぜる。
⑥ 卵に調味料を入れて（材料ⓓ）薄焼き卵を焼き、
細切りにして錦糸卵を作る。
⑦ 三つ葉はさっと湯通しする。
⑧ 大きな器（飯台等）に⑤の半量のすし飯を広げ、④
の鮭を並べる。さらに残りのすし飯を広げて2段に
して、錦糸卵をたっぷりかけ鮭と三つ葉を散らす。

★材料（5～ 6人分）
・塩鮭（甘塩） ……………… 300ｇ（中3切れくらい）
・酢 …………………………………………… 100cc

ⓒ

・ きくらげ（乾燥）
　 ……5g（小7～8枚）
・だし汁 …… 100cc
・砂糖 …… 大さじ1
・しょうゆ … 大さじ1
・酒 ……… 小さじ2

ⓓ

・卵 ………… 3個
・砂糖 … 大さじ1
・塩 ………… 少々
・三つ葉 …… 少々

ⓐ

・米 ……… 3カップ
・水 ……… 3カップ
・昆布 … 5cmくらい
・酒 ……… 大さじ1

ⓑ
・酢 …… 大さじ5
・砂糖 … 大さじ3
・塩 …… 小さじ2

年末年始のお知らせ
12/31～1/4迄お休み

オプション ¥1,100 ¥880［10分］

Body ¥4,840 ¥4,290［45分］

¥15,400 ¥10,890［135分］

¥9,240 ¥8,140［85分］
一日限定3名様

¥4,400 ¥3,850［55分］

¥16,500 ¥7,590［55分］

スペシャルケア

エステサロン

《シデスコ国際ライセンスエステティシャン在籍》
たちばな
Face

tel.0123-37-2517恵庭市恵み野西6丁目22-1 open 9:30~

《価格は全て税込》 当日の電話予約は18:00まで受付しております!定休日/毎週火曜日定休日/毎週火曜日 ☎0123-48-3812

寅 千歳市幸町2丁目2-3  ☎23-5926

年始は

1/4㈫から
営業いたします

平素のご厚情を深謝し
皆様のご健康とご繁栄を心からお祈り申し上げます

※コロナの影響により営業開始日が変更する恐れがあります。
※当分の間、日曜も定休になりますが、事前にご予約頂きましたら営業致します。
《営業時間》19時～翌1時《定休日》月･日曜

年頭にあたり謹んで
　ご祝詞を申し上げます

有限会社なごみ地所
千歳市千代田町2丁目15番地 MARU Aビル3F
TEL.0123-25-8030　http://nagomi-mt.cbiz.co.jp/

謹 賀 新 年

久健興業株式会社
代表取締役  山口 健

旧年中は格別なるお引き立てを賜り
ありがとうございました
本年も宜しくお願い申し上げます
皆様にとりまして
幸多き一年となりますよう 
心からお祈り致します

旧年中は格別なるお引き立てを賜り
ありがとうございました
本年も宜しくお願い申し上げます
皆様にとりまして
幸多き一年となりますよう 
心からお祈り致します

謹賀新年

Hisaken Group

ホームページはコチラから

千歳市上長都1124番地4
TEL 0123-23-6132

　 

　株式会社 久工業
　合同会社 徳伸興業
　徳健興業株式会社

　合同会社 久不動産

　 

　株式会社 久工業
　合同会社 徳伸興業
　徳健興業株式会社

　合同会社 久不動産

■一般建築部
　 
■建設部
　

■不動産部
　

　健心サポート
　就労継続支援B型事業所
　共同生活援助

■社会福祉事業
　BONDS CREATE

札幌国際映画祭2021
ノミネート作品　
社長とタインの約束


