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ドコノモリ
「どこにいるのー？」
お母さんが呼んでいます。
「ここにいるよー」
金色に染まった葉の陰で
男の子が返事をしています。
「どこにいるのー？」
お母さんが呼んでいます。
遠くの方から
「ここにいるよー」という声が
聞こえてきます。
秋の陽の光が森の中に差し込んで
赤や黄色や金茶色、紅、えんじと
木の葉は特別な色に輝いて

足元にも茸が顔を出しています。
「どこにいるのー？」
「ここにいるよー」と大合唱が
森の中に響きます。
「おかあさーん、ボクは葉っぱだよー」
「ボクは虫だよー」
「私はキノコよー」
おかあさんは笑ってドコノモリの中に
入っていきました。
「私は・・・、子どもよー」
まちこ
2016.10.3

Shokuko News
今年も、食工房のシュトレン！
ご予約受け付け開始！
早いもので、今年もシュトレンのご予約
をお願いする季節になりました。
昨年同様、皆さまからのご愛顧を賜りた
く、どうぞよろしくお願いいたします。
今年は、価格据え置きです。

１本（約 800g） 3,200 円
1/2 カット
1,800 円
ギフトパッケージ +100 円
ご依頼先へのギフト発送は、
別途梱包代 150 円いただきます。
シュトレンは、日持ちの良い焼き菓子で
す。冬の間中、長く楽しめます。
賞味期間は、製造日より３ヶ月です。

ギフトパッケージは二種類
ご用意しております。
長年親しまれて参り
ました、光沢のある
赤い袋仕様です。
中は、透明な内袋に
シュトレンが入って
います。
光沢のある純白の
ケーキ箱の中に、紙
パッキンを敷き詰め
て、 内 袋 に 入 っ た
シュトレンを収めま
す。

かぼちゃあんぱん

好評販売中！
毎年ご好評いただいているかぼちゃあん
ぱんを再開しております。
かぼちゃマッシュに少し甘みを足して、
ミルクとバターを加えてクリーミィに仕
上げたあんが入っています。
パン生地も、ミルクとバターを入れてこ
ねています。

１個 ２２０円

おわび
フルーツジャムの発売
遅れております・・・
今月から発売予定でしたやまひろファー
ム製のフルーツジャムですが、オリジナ
ルラベルの製作が遅れているため、もう
少しお待ちください。
今月半ば以降、出来次第順次発売いたし
ます。

小麦麺
好評につき
追加製造しました。
発売以来ご好評いただき、一回目製造分
が売り切れました。
早速、二回目の製造を発注し、入荷して
おります。
これからは、温かい汁で煮込んで召し上
がると、いっそう小麦の風味を濃厚に感
じられると思います。

５００g 約５人分 １束 ５８０円

新発売

大麦ビスケット
先月のモニター募集では、沢山のご感想
とご意見を頂戴いたしました。
改めて、厚く御礼申し上げます。
予想していたことではありましたが、相
反するご感想とご意見が寄せられ、簡単
に結論を出すことは出来ません。
そこで、将来複数のバージョンを出すつ
もりで、先ずは第一バージョンというこ
とで、新発売にこぎ着けました。
最近特に注目の健康食「大麦」100％のビ
スケットということで、甘さは控えめと
し、多くの方に親しまれる風味を旨とし
ました。
特筆すべき点として、大麦の特長でもあ
ると思いますが、今までなかった新しい
食感が楽しめます。
どうぞ、皆さまのご協力によって開発す
ることが出来た「大麦ビスケット」を、
よろしくお願いいたします。

通販のご利用
お待ちしています
改めて運賃規定のお知らせ

１２枚入 ４２０円
年 間 定 額定 期 便 の お す す め

大麦（丸粒）ご好評御礼！
８月に売り出しました丸粒のままの大麦、
意外にご好評いただき、予定数量を完売
いたしました。
そこで、生産者の方にお願いしたところ、
手持ちの在庫を回していただけることに
なりました。
とは言え、量に限りがあります。
お買い求めはお早めに。

３００g １袋 ３００円

一年間、毎月決まったスケジュールで、
定額のパッケージをお届けする企画です。
一口３０００円以上×１２ヶ月から承りま
す。（送料は、無料です。）
代金は、各月払いでも一括前納、どちら
でも結構です。
一括前納の方には、年末にシュトレンギ
フトを進呈いたします。
パッケージ内容は、お任せ、一部指定、
全部指定のいずれでも結構です。
通常の個別通販よりもお得です。
お申し込みお問い合わせをお待ちしてい
ます。

コーヒーの部屋

編 集 後記

今お求めいただける銘柄
価格は１００g 当り
ブラジル セラード樹上完熟
ナチュラル ・ 天日乾燥
ミディアムロースト ６００円
グァテマラ サンタフェリーサ農園
ケニアスタイル ・ ダブルウォッシュド
ミディアムロースト ６００円
コロンビア スィート＆フラワーズ
ウォッシュド ・ 天日乾燥
ミディアムロースト ５５０円
ボリビア リオコリ農園
ウォッシュド ・ 天日乾燥
ミディアムロースト ５５０円

早いですね。
１０月も上旬が過ぎようとしています。
まあどうにか、月の前半のうちに出せま
すので、いろいろなお知らせも間に合う
かなと思って胸を撫で下ろしています。
さて、今度の冬はどんな様子でしょう？
雪が多くなるゾ！と、早や警戒を口にす
る人もいます。
本当にそうかもしれませんが、その前に
秋があって、私の大好きな小春日和だっ
て何度か楽しめるのです。
これからしばらく、とびきり忙しいけれ
ど、いい季節です。
（みきお）

エチオピア
モカ ・ イルガチェフェＧ１ ナチュラル
ミディアムロースト ６００円
東ティモール レテフォホ 10 マリアーノ
ウォッシュド ・ 天日乾燥
ミディアムロースト ５５０円
マラウイ ミスク ・ チノンゴ
ウォッシュド ・ 天日乾燥
ミディアムロースト ５５０円
マラウイ ミスク ・ チャニア
ウォッシュド ・ 天日乾燥
フルシティーロースト ６００円
フレンチロースト ６５０円
★ブレンドもあります。
食工房おいしいブレンド
ブラジル ・ ボリビア ・ グァテマラ ・ マラウイ
５５０円

お問合せ、 ご注文、 あるいはお便りは ・ ・ ・
TEL 0241-38-3102 FAX 0241-38-3104

e-mail mikke@shokuko.com
〒 969-4107 福島県喜多方市山都町相川
字高野甲４１３-３
天然酵母パンと焼き菓子の店

食工房

スィートモカブレンド
エチオピア ・ コロンビア
５８０円

営業時間

11:00 ～ 18:00 定休日

ホームページ
http://shokuko.com/
ブログ「飯豊の空の下から・・・」
http://shokuko.com/myblog/
食工房オンラインストア
https://shokuko.stores.jp/
食工房 in Creema
http://www.creema.jp/c/shokuko
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