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道文教大のしあわせレシピ
創設者 鶴岡 新 太 郎 先 生 の レ シピアレンジ編
美味監修

北海道文教大学は、今年創立80周年を迎えました。地域の皆様のお力添えと温かいご支援に心より感
謝申し上げます。ここからまた、未来に向けて更なる高みを目指して参ります。今回は、創設者鶴岡新太郎
先生が残されたレシピをアレンジし、レモンを使用した背徳感ゼロ？のシュークリームをご紹介します。

背徳感ゼロ？
レモンシュークリーム

・牛乳 …………………………………… 380g
・卵黄 …………………………………… 3個
・グラニュー糖 ………………………… 60g
・小麦粉（薄力粉）……………………… 20g
・レモン果汁 ……………………… 大さじ2
・レモンの皮（すりおろす）…………… 適量
・生クリーム（植物性）……………… 120ml
・バニラオイル ………………………… 適量

●トッピング
・粉糖 …………………………………… 適量
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北海道の葬儀費用合計平均154万円
※葬儀・寺院・飲食接待合計

2017年日本消費者協会アンケート調査参考値

◆千歳葬殿 洋室ホールプラン◆

■ご案内図

●

30号通
● 道の駅

337
←至恵庭 JR千歳駅

（数量限りあり）

サーモン
パーク千歳
至南千歳→

● 千歳郵便局
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●

イオン千歳店

千歳 葬殿

総合受付☎（） 大駐車場完備

ちとせ市民斎場 千歳市清流2丁目2-3
（国道337号線沿い遺跡公園隣）

【本 社】

有限会社 いまむら
代表取締役 今 村 靜 男
千歳市清水町3丁目19番地

ポイント倶楽部

①ボウルに卵黄を入れてグラニュー糖を加え、白っぽいク
リーム状になるまで混ぜ、ふるいにかけた小麦粉も加えて
すり混ぜる。
沸騰寸前まで加熱した牛乳を徐々に加え、良く
混ぜる。
②厚手の鍋に入れ、鍋底が焦げないようにに木じゃくしで混
ぜながら、
でんぷんが糊化して濃度がつくまで加熱する。
③火からおろしてレモン果汁と皮、
バニラオイルを加え、バッ
トに移して粗熱を取りラップをして冷蔵庫で冷やす。
④シュー皮の底から２/３のところに切り目を入れて、③のク
リームとホイップクリームを絞る。
⑤上から粉砂糖を振りかけ、スライスレモンを添えて完成。

469,330 円

（税込）
（税込）

《上記価格は消費税込です》

■式場、洋室ホールC（最大80名収容可）
控室/和室、僧侶1名
※表示価格は消費税込です
会葬者ご家族10名

❶祭壇料（いまむら会会員価格）132,000円
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いまむら会はお支払い額に対して課税前額の5％分の
ポイントを差し上げます。そのポイントを、
1ポイント＝
1円で当社または今村花店にてご利用いただけます。
葬儀祭壇割引もあります。
（一部ポイント非対象品有）

▲家族でおくるプラン C16の祭壇例

❺会葬礼状・香典返し・・・無し

（いまむら会会員割引33,000円含む・会員以外は165,000円）
※
祭壇設置／棺・位牌・骨箱一式／安置用布団・掛布／枕四華花
・枕仏花／後飾用段（貸仏具含む）／遺影写真（カラー）
貸布団10組／枕飾供物・式場御霊供膳団子／僧侶用菓子
夕食10食／朝食10食／昼食10食／通夜用・火葬場用飲物

❻接待費 ・・・・・・・・・ 100,870円

❷祭壇生花料・・・・・・・・ 11,000円

❸光熱費・・・・・・・・・・・ 44,000円
式場洋室／控室和室1泊分

❹葬儀諸経費・・・・・・ 181,460円
仏衣／掛布／骨上げセット／ドライアイス／僧侶用足袋／
遺品ケース／祭壇供物・ローソク・線香・香／後飾用花（自宅用）
納棺師派遣※／搬送車・霊柩車※

368,460円

総額 469,330円
◎さらに会員ポイントが12,775ポイントつきます。
（※印以外の合計 消費税抜価格255,500円の5％）

◎僧侶へのお礼と集合写真料金は含まれません。
◎火葬場送迎バスは含まれません。
◎いまむら会のポイントは後日当社及び今村花店
にて、1ポイント1円でお買物に使えます。
（※印は、いまむら会のポイント対象外です。）

プラン DE35

見積例

● 浄化センター

ビア・ワークス・ちとせ

「あんしんノート」無料進呈! !

ちとせ市民斎場

遺跡
公園

千歳川

北星病院 ●
29号通

いまむら会入会者及び会員希望者に

北海道福祉のまちづくり賞受賞施設

千歳
葬殿

ローソン
28号通
● ●
トライアル
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カスタードクリーム

ここまでの小計

いまむら会会員価格

▼入会ご希望の方、
お電話ください!

①小麦粉はふるっておく。バターは1.5cm角くらいにカットす
る。
オーブンは２２０℃に温める。
②鍋に牛乳・バター・塩を入れて加熱し、沸騰したら小麦粉を
一度に加えて火からおろし、木べらで手早く混ぜる。団子状
にまとまったら再び火にかけ、３０秒〜1分程混ぜ合わせて
鍋に生地がつかなくなったら火からおろす。
③溶き卵を少しずつ加えて、そのつどよく混ぜる。卵は生地の
硬さを調整しながら加え、木べらで持ち上げた時にゆっく
り落ちるくらいの硬さにする。
④丸い口金をつけた絞り袋に入れ、オーブンシートを敷いた
天板に、
直径４〜５ｃｍの丸い形に絞りだす。
⑤霧吹きで表面に水を吹きかける。
⑥オーブンで１７分焼き、温度を１８０℃に下げて焼き目を
見ながら１０〜１５分焼く。

家族でおくるプラン C16

見積例

千歳葬殿
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ちとせ市民斎場

栄美

シュー生地

●シュー生地

●レモンカスタードクリーム

北海道福祉の
まちづくり賞
受賞施設

山森

作り方

・塩 ………………………………………… 2g
・小麦粉（薄力粉）……………………… 60g
・卵 ……………………………………… 3個
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健康栄養学科

健康栄養学科准教授

材料（8個分）
・牛乳 …………………………………… 100g
・無塩バター …………………………… 40g

ࡐࠗࡦ࠻

人間科学部

880,230 円

（税込）
（税込）

《上記価格は消費税込です》

■式場、洋室ホールDE（最大200名収容可）
控室/和室、僧侶1名
会葬者50名（内親族10名）の場合 ※表示価格は消費税込です

❶祭壇料（いまむら会会員価格） 187,000円

▲プラン DE35の祭壇例

❺会葬礼状・香典返し 35,800円

（いまむら会会員割引33,000円含む会員以外は220,000円） 会葬礼状50枚／香典返し@540円×50個／手提げバッグ
50枚
祭壇設置／棺・位牌・骨箱一式／安置用布団・掛布／枕四華花
・枕仏花／後飾用段
（貸仏具含む）
／遺影写真
（カラー）
※

❷祭壇生花料・・・・・・・・165,000円
❸光熱費・・・・・・・・・・・・ 77,000円
式場洋室／控室和室1泊分

❹葬儀諸経費・・・・・・ 281,560円
仏衣／掛布／骨上げセット／ドライアイス／
僧侶用足袋／遺品ケース／祭壇供物・ローソク・線香・香／
後飾用花
（自宅用）
／納棺師派遣※／搬送車・霊柩車※／
司会※／受付会計※

ここまでの小計

710,560円

❻接待費 ・・・・・・・・ 133,870円

貸布団10組／枕飾供物・式場御霊供膳団子／僧侶用菓子
夕食10食／朝食10食／昼食10食／通夜用オードブル1個
通夜用・火葬場用飲物／法要用引物＠3,300円×10個
（僧侶1名分含む）

総額 880,230円
◎さらに会員ポイントが25,925ポイントつきます。
（※印以外の合計 消費税抜価格518,500円の5％）

◎僧侶へのお礼と集合写真料金は含まれません。
◎火葬場送迎バスは含まれません。
◎いまむら会のポイントは後日当社及び今村花店
にて、1ポイント1円でお買物に使えます。
（※印は、
いまむら会のポイント対象外です）

