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梅雨明けの空が夕焼けに染まりました。

そうすると、この前読んでもらったお話

大きな大きなオレンジ色のお日さまが、

に出て来た銀河鉄道に、本当に乗れるか

西の空に沈んで行きます。

も知れない・・・と思っているのです。

子どもたちが、西の空に向かって手を振っ
ています。
このまま、一番星が見つかるまで待って
いるつもりなんです。

Shokuko News
麦の収穫が終わりました

夏季休業のお知らせ
今年も、お盆の時期に、夏季休暇をいた
だきます。
定休日を合わせて、計９日間休業いたし
ますので、お間違えのございませんよう、
よろしくお願いいたします。 休

業し

ます

。

８月８日（火）～８月１６日（水）
８月７日（月） 臨時 パン焼きます。
通販の出荷も、この間は止まります。
定期便ご利用の方で、出荷日が変更にな
る場合は、個別にご連絡いたします。

今年度産の麦の収穫が終わりました。
６月に大麦、７月下旬に小麦そしてライ
麦を収穫しました。
大麦は、精麦加工も終わりすでに入荷し
ています。※残留放射能検査済みです。
今年の大麦は、このところ注目を集めて
いるモチ麦の品種です。
丸粒での販売を、すでに再開しています。
大麦パン、大麦ビスケットも再開です。
ライ麦と小麦は、昨年分がまだ残ってい
ますので、しばらくの間シーズニングを
兼ねて雪室貯蔵します。
一部は乾麺加工して、小麦麺も造ります。
また、精麦機が導入されましたので、地
元産麦類の加工調整を自前で出来る事に
なります。
多様に麦を使いこなすことで、新しい製
品の開発も出来ると思っています。
どうぞご期待ください。

南国高知より・・・

７月・８月

真夏日、 ポイント２倍進呈！
７月と８月、気温が３０℃を超える真夏
日には、ご来店のお客さまに差し上げて
いるポイントカードに、２倍のポイント
を進呈いたします。
通常５００円毎に１ポイントのところ、
２５０円毎に１ポイント差し上げます。
少額のお買い物でも、どんどんポイント
がたまります。
満点の５０ポイントになると、５００円
分の割引券としてご使用いただけます。
皆さまのご来店を、お待ちしています。

馬路村の柚子ドリンク

おーいりょうま
ごっくん飲まんかえ
発売以来ご好評いただいています。
柚子果汁とはちみつと水以外の物は入っていま
せん。
天然育ちの健康飲料です。
店頭に陳列の他、 冷蔵庫にて冷やしたものも用
意しておきますので、 その場で飲みたい方は、
「冷えたのを！」 とご用命ください。
！

売中

販
好評

おーいりょうまごっくん飲まんかえ
食工房店頭価格 ２８０ｍｌ １本 １５０円

大麦（丸粒） 販売再開
健康食として注目度の高い大麦ですが、
中でも注目を集めているのがモチ麦です。
米と同様に、麦にもうるちとモチの二種
類あって、モチ麦は注目の元になってい
るβグルカンという繊維質成分が特に多
く含まれています。
食工房では、モチ麦の特長をより生かす
ために、精麦度を抑えた加工をしてもら
いました。

通販のご利用、 お待ちしております
食工房では、 遠方への発送も承っております。
直接ご来店になれない方のために、 ご注文の多
少に関わらず、 荷造り発送いたします。
送料は、 原則お客さまのご負担をお願いしていま
すが、 ご注文金額により、 ３０００円以上なら送
料半額に、 ５０００円以上で送料無料となります。

３００ｇ 脱酸素包装 ３００円
ギフト発送のご用命もお待ちしています

大幅値下げ断行！

カリーマサラ new バージョン
相次ぐ原材料の値上がりで、毎回値上げ
をお願いして来ました食工房のカリーマ
サラですが、この度、仕入れルートの見
直し、レシピの再検討そして可能な限り
利益の圧縮をはかり、大幅な値下げを断
行いたします。
実質「新発売」です。
スパイスとしてのパフォーマンスは、こ
れまで同様、落とさずに済んだと思って
いますので、グンとお求めやすくなった
食工房のカリーマサラを使いこなして、
暑い夏の食欲増進にお役立てください。

２０種類のスパイスをブレンド
カリーソース４８皿分

８０ｇ １袋 ８００円

お中元シーズンに限らず、 食工房ではいつでもギ
フト発送のご要望にお応えしております。
ご依頼先への直送、 もちろん承ります。
送り状には、 ご依頼主さまのご氏名 ・ ご住所 ・ ご
連絡先などを明記可能です。
併せて出荷元の食工房の所在も明記いたします。
またご要望により、 のし掛けやメッセージカードの
同封も可能です。
詳細は、 お問い合わせください。

オリジナル熨斗の製作承ります
お客さまのご依頼により、 連れ合いの真知子が
絵を描きます。
その絵をアレンジして、 オリジナル熨斗を製作いた
します。
例えば、 出産内祝などにお使いいただければ、
お子さまの一生の始まりの記念として、 後々まで
残ります。
詳細は、 まずお問い合わせください。

コーヒーの部屋
特売品のご案内
一部の銘柄について、 在庫処分のため特価
販売を実施します。

コロンビア スィート＆フラワーズ
ミディアムロースト
４００円／１００ｇ
ボリビア リオ ・ コリ
ミディアムロースト
４００円／１００ｇ
スィート＆フラワーズは、 フルーティーな酸
味に苦みも甘みも兼ね備えた、 メリハリのあ
る味わいが特長です。
リオ ・ コリは、 軽い酸味とお茶のようにあっさ
りとした風味が身上です。

夏のお楽しみ

アイスコーヒー用には

マラウイ ＭＩＸ
フルシティーロースト
６００円／１００ｇ

編集後記
毎回、 お知らせしたいことは沢山あるのです
が、 限られた紙面の中にどれを選んでどのよ
うに載せるか、 いつもながら苦労します。
大きく紙面を費やしそうな記事は、 結局載せ
られないまま時間が過ぎてしまうこともありま
す。
写真でご紹介したいものについては、 ネット
上のブログを使った方が、 大きくて見やすく
きれいな画像をごらんいただけますから、 そち
らをご覧くださいと言いたいところですが、 一
概にそう申し上げることも出来ません。
と言うのは、 インターネットをご利用になれる
環境をお持ちでない方もいらっしゃるからで
す。
やはりこうした紙面では、 簡潔明瞭な表現の
文章と手描きのイラストで構成した方が、 伝
わるような気がします。
情報量には自ずと限りがありますが、 これから
もこのスタンスで続けたいと思います。
それでは、 猛暑の夏、 どちら様も熱中症には
くれぐれもご用心ください。
そして、 お元気に秋を迎えられますように。

東ティモール レテフォホ 10 マリアーノ
シティーロースト
６００円／１００ｇ
おいしいアイスコーヒーの入れ方
細かく挽いたコーヒー豆を使い、 濃い目に抽
出します。
氷を満たしたグラスに、 抽出したばかりの熱
いコーヒーを注ぎます。
氷が溶け、 コーヒーが適度に薄まりながら冷
やされます。
濁りのない、 香りが立つアイスコーヒーをお楽
しみいただけます。

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
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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