飯豊の空の下から・・・
食工房のパンだより・中島通信・ドコノモリ

雪の季節になりました。
この季節、欠かせないのが除雪作業です。
道路は、除雪車が来て片付けてくれますが、
それでも道路沿いのお家は、屋根から落ち
た雪が道路を塞いでしまった時など、自分
で片付けて通行に支障が無いようにするの
が礼儀とわきまえています。
奥まった場所にあるお家は、最寄りの道路
に出るまでの区間は自前で除雪しなければ
なりません。
最近は、どこのお家でも除雪機を使うよう
になりましたが、それでも狭い路地裏など
は雪を飛ばす場所もありませんから、相変
わらずスノーダンプが重宝です。
他に、雪ハネ、スノーブル、そしてスコッ
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プなど、いろいろな道具があります。
これなら大人だけでなく、子どももお手伝
い出来ます。
それに除雪作業だけではありません。
雪遊びの時にも役に立ちます。
ゆきだるまやかまくらを作ったり、雪山を
作ってスノーボートで滑ったりする時にも
役に立ちます。
雪の止み間の休日、あっちでもこっちでも、
除雪作業をする人や雪遊びをする子どもた
ちの姿が見られます。

麦からつくるパン屋のお知らせ
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西暦２０２０年、令和２年の幕開けです。
食工房オンラインストアにて、冬季限定サ
皆さまそれぞれに良いお年を迎えられまし
プライズクーポンを差し上げています。
たことと、お喜びを申し上げます。
適用期間は、１月１日～２月２９日までの
おかげさまで食工房は、新たな場所で新装
２ヶ月間です。
開店してから早や１年余り、無事に営業を
３０００円以上のご注文に対し、５００円値
続け年を越すことが出来ました。
引きが適用になります。
昨年は、初めて自前で収穫したライ麦やス
購入精算画面にて、以下のクーポンコード
ペルト小麦を使ってパンを焼き、皆さまに
を入力してください。
喜んでいただけましたことは、私たちに 9hGtKdd1Vu
とってもこの上ない大きな喜びでした。
お一人さま一回限り有効です。
その喜びを皆さまにもおすそ分けしたいと
ま た、 ７ ０ ０ ０ 円 以 上 の ご 注 文 に 対 し、
企画した初収穫記念パンセットも、大好評
１０００円値引きが適用になります。
のうちに完売いたしました。
購入精算画面にて、以下のクーポンコード
それもこれも、一重に皆さまのご愛顧ご厚
を入力してください。
情の賜物と、心より厚く御礼申し上げます。
fXQAyPFHCO
そして本年も、相変わらぬご愛顧ご厚情を
お一人さま一回限り有効です。
賜りますよう、よろしくお願いいたします。
皆さまのご利用をお待ちしております。
本年が、皆さまにとって幸多き一年となり
オンラインストア以外の方法でご利用の方
ますことを願いつつ。
にも、同様な値引きの特典をご用意してお
ります。
ご注文金額により、上記オンラインストア
と同じ規定で値引きを適用いたしますの
で、どうぞこの機会をお見逃しなくご利用
ください。
なお定期便をご利用の方には、１月か２月
のどちらかに、５００円分または１０００円分
の商品を追加してお届けいたします。

雪の日ポイント２倍プレゼント
１２月から翌年２月までの降雪期間中、雪
の日にご来店いただいた方に、ポイント
カードの点数を、お買い上げ５００円毎に
１点のところ、２倍の２５０円毎に１点差
し上げます。
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紅玉みつりんごジャム

焙煎の仕方や粉に挽く時にちょっとした工夫を
して、吸水が良くなるように計らいました。
その結果、ペーパードリップでも十分濃い抽出
液が得られるようになりました。

抽出の際の注意点として、ゆっくり時間をかけ
ること。
（コーヒーのように３分間セオリーにこだわらな
くてかまいません。
）
コーヒーと違って、最後の一滴まで落としてく
ださい。
味わいが深炒りコーヒーと大変良く似ています
ので、ミルクとの相性が抜群です。
カフェオレやカフェラテにすると、その特長が
際立ちますので、ぜひお試しください。
大麦コーヒーは
ノンカフェイン
です。
200g １袋
１２００円

数年前から取り扱いを始め、以来ご好評い
ただいている、やまひろファームのジャム
が入荷しました。
今年は、みつ桃とメープルスィーツジャム
が原材料の都合で休止となっているので、
代わって紅玉みつりんごジャムを入れまし
た。
完熟の紅玉りんごをダイス切りしたものが
入っているプリザーブスタイルです。
食工房のオリジナルラベルを貼ったマイブ
ランド品として発売です。
他、ブルーベリージャム、生キャラメルと
アップルオレンジスィーツジャム、ブナの
森のはちみつときいちごたちのジャムと共
に、４種類が入荷しました。
店頭、オンラインストア、いずれにてもお
求めいただけますので、ご愛顧のほどよろ
しくお願いいたします。
価格は、いずれも １２０ｇ入 １びん ６００円
となっております。
スコーンや食パンなどに大変良く合いま
す。 ぜひお試しください。

新小豆入荷
アクが少なく早く煮えます。
あんこにしても、お赤飯にしても、小豆の
味わいを堪能していただけます。

２５０ｇ１袋 ３５０円
★漉乃あん丸 ( あんぱん ) も、 好評です。

コーヒーの部屋

ジャズ喫茶に通った頃
十代の終わり頃だったでしょうか、私が
ジャズ喫茶に通うようになったのは・・・。
彼女もいない当時の私にとって、一人で
行ってもつまらなくないのは、ジャズ喫茶
くらいのものでした。
コーヒー一杯で２～３時間過ごすことも
しょっちゅうでしたが、どの客も似たよう
なものでたいていコーヒー一杯きりですか
ら、お店はよくやっていられたものだと、
当時の世相の長閑さを思います。
ジャズ喫茶は、私にとって用がなくても街
に出かけて行くための口実でした。
その後郷里を離れ、数年後に現在の連れ合
いと結婚することになって二人で私の実家
に行った時、彼女と一緒にこのジャズ喫茶
を訪ねましたが、あまり長い時間居る気が
しなかったのは、当然と言えば当然でした。

編集 後 記
２０２０年の幕開け、 これで２１世紀も早や２０年が過
ぎました。 そして、 今世紀初頭言われたこと。
２０世紀が機械物質文明と産業革命の時代であった
のに対し、 ２１世紀は心の時代になるのだと。
しかしその初っ端に同時多発テロが起き、 以後戦争に
次ぐ戦争で、 今や世界は混乱の中にあります。
そして自然界もそれに呼応するかのように、 私たちに災
害を及ぼすようになりました。
これから先、 私たちはとても厳しい現実に立ち向かわ
なければならないと思っています。
これまで私たちが築き上げて来た科学技術物質文明
の方向性とその用い方に誤りはなかったか？反省の時
期に来ていると思います。
この際一番大切なことは、 どんな時でも自然の計ら
いに目を向け、 そして寄り添うことだろうと思います。
人類の英知は、 そこにこそ焦点を合わせるべきだと思
います。
そうすることによってのみ、 私たちは現実的課題と悩み
多き心の問題の両方に答えを見つけられるのではない
かと思っています。
（みきお）

１月・２月・３月

コーヒー豆、 サプライズ価格にて！
１００ｇ当りの価格です。

ブラジル バージングランデ農園
樹上完熟スーパーボイア / ナチュラル
ミディアムロースト ５００円
エチオピア イルガチェフェＧ 1/ ナチュラル
ミディアムロースト ５５０円
グァテマラ サンタフェリーサ農園
ティピカ ダブルソーク 1500
ミディアムロースト ５００円
ハイチ CMIA マールブランシュ
ティピカ ウォッシュド
ミディアムロースト ６００円
ボリビア コパカバーナ農園
ティピカ / ウォッシュド
ミディアムロースト ４５０円
マラウイ ポカヒルズ チャカカ村
ゲイシャ、 アガロ、 ニカ / ウォッシュド
フルシティーロースト ４５０円
マラウイ ポカヒルズ チャカカ村
ゲイシャ、 アガロ、 ニカ / ウォッシュド
フレンチロースト ５００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
字中島甲８２６‐１
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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