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プロに教わるもう1品

今月の食材は 今月の料理人

ビタミンやミネナルが多く含まれ、その中でも余分な塩分（ナトリ
ウム）を体外に排出する働きのカリウムが豊富。これからの寒
いシーズン、甘みとみずみずしさがUPして、より美味しくなる。

店内にはビンテージの家具やファイヤーキングの食
器が使われており、「大人が落ち着ける隠れ家」と評
判の人気店。今回のレシピメニューは11/5（土）～
11（金）期間限定で日替りごはんランチのメニュー
に。デザート、コーヒor紅茶付で1,000円とリーズナ
ブル！お店にも行ってみて！

ORENNJI 1970〈オレンジ イチキュウナナゼロ〉 2080-3828-9727

玉ねぎをみじん切りにし、ボウルにハ
ンバーグの材料を全て入れ、混ぜた
らタネを少し寝かす。

にんにくはみじん切り、他の野菜はさい
の目に切る。フライパンにオリーブオイル
を入れ、中火でにんにくを香りが出るまで
炒める。そこにさいの目に切った野菜全
てを入れ塩コショウをかけ、さらに炒める。

炒めた野菜に水と白ワインを入れ、強
火で10分煮詰める。その後生クリーム
とデミグラスソースを加え、沸騰したらソ
ースの完成。

寝かせたタネをお好みの形にし、熱し
たフライパンに油をひき、中火で片面
3分焼いたら裏返してもう2分焼く。
お皿に移してソースをかけたら出来
上がり！

大根 鮫島さん

● 合い挽きミンチ・280g
● 玉ねぎ・・・・・・・・・・・半分
● 牛乳・・・・・・・・・・大さじ2
● パン粉・・・・・・・半カップ
● 卵・・・・・・・・・・・・・・・・1つ
● マヨネーズ・・・大さじ2
● みそ・・・・・・・・・・大さじ2
● 塩コショウ・・・・・・・少々
● ナツメグ・・・・・・・・・少々

時短レ シ ピ

ワンポイントアドバイス
マヨネーズを入れることでとっても
ジューシーに。さらにみそを入れる
ことでコクが増し深い美味しさに。

ワンポイントアドバイス
玉ねぎの色が変わっ
たら火が通った合図！
次の工程へ！

ワンポイントアドバイス
ハンバーグの形を薄くす
れば、生焼けにならず早く
焼けて、肉汁も逃げない！ ジューシーな絶品ハンバーグは隠し味にマヨネーズとみそが入っていて、ソースとの相性抜群！アスパラを炒めて盛り付ければおしゃれな一皿に。ハンバーグだけでもとっても美味しいので、デミグラスソースやトマトソースなどのアレンジメニューも簡単！11/5（土）～11（金）期間限定で同メニューがランチメニューに登場するのでプロの味もぜひ食べてみて！

材料／2人前 作り方 20分
調理時間

豆 知 識

季節野菜のクリームソースの
絶品ハンバーグ

ハンバーグ
● 玉ねぎ・・・・・・・・・・・半分
● にんじん・・・・・・・・・・1/3
● なす・・・・・・・・・・・・・半分
● にんにく・・・・・・・・1かけ
● 大根・・・・・・・・・・・・・5ｃｍ
● 水・・・・・・・・・・・半カップ
● 生クリーム・・・・・・120g
● 白ワインor酒・・・半カップ
● 塩コショウ・・・・・・・少々
● デミグラスソース・・大さじ2

ソース

ハンバーグのタネを作る ハンバーグのタネを
寝かせてる間にソースを作る ソースを煮詰める ハンバーグを焼く

野菜たくさんのソースとの相性抜群！ジューシーなハンバーグ茨木市寺田町17-14 1F　不定休
営／ランチ11時～14時　カフェ14時～16時　ディナー19時～24時

　一生に一度の成人式、やっぱり晴れ着で友だちに逢
いたいもの・・・。オンディーヌでは、一人ひとりにあったコ
ーディネートをしてくれるので、納得の晴れ着に出会える
チャンス！セット価格で50,000円（税別）～とお得なもの
から、とことんこだわった豪華な晴れ着まであなたの要望
を叶えてくれる！高槻店オリジナ
ルの100坪専用スタジオで撮る
記念撮影も大人気！お誂えもま
だ間に合うので、早めに問い合
わせてみて。

■ 振袖レンタルプラン
● レンタル振袖30点スタンダードセット 50,000円（税別）～

（振袖一式10点・和装小物13点・前撮り写真一式7点）

■振袖お誂えプラン
● 購入振袖40点スタンダードセット248,000円（税別）～

（振袖一式仕立て付19点、和装小物14点、前撮り写真一式7点）

■お持ち込み撮影プラン
● 前撮り写真・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,000円（税別）～

（写真3ポーズ、ヘア・メイク・着付、クリスタル表紙、お手入れ券付き）

オンディーヌ高槻店
高槻市城北町２-１１-１山木ビル１階

（阪急高槻市駅徒歩１分）
営／10時～19時　水曜定休

70120-75-8026
http://ondine.jp/
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H29年度
まだ間に合う！

H30年度の
予約受付中！

まだ間に合う"29年度成人式”
振袖専門店で後悔しない晴れ姿を

　いい学習机を選ぶなら、品揃えが充実して
いる今がチャンス。同店には、2017年度の有
名メーカーの新型モデルが続々入荷中。さら
に2016年の古さを感じさせない旧型もまだ在
庫があり、驚くほどお値打ち価格に！新旧合わ
せて100台以上から、じっくり見比べて選べ

る。全品イス・デ
スクマット付きな
のも魅力。ぜひ
家族で足を運ん
で、お気に入りを
見つけて！

新型・旧型、100台以上から選べる
今がお得に賢いデスク購入のチャンス学習机

キッズスペースもあるので、お子さ
ん連れもゆっくり選べて嬉しい。

豊中市原田中1-9-1　
営／10時～19時　金曜定休　Pあり

70120-49-1780
カーナビには下記の番号を入力
206-6852-1780
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コイズミ、イトーキーなどの有名メーカーものをお得に！

まだ間に合う七五三・成人式パック
着物持込みの前撮りも受付中

　七五三・成人式パックは今からでもOK！衣裳持込
みも大歓迎で特典も色 ！々前撮りのお支度もパック
でバッチリ！振袖おでかけレンタル受付中。スタジオ
内カメラ・ビデオ撮
影 O K 。来 年 度の

“卒業袴”展示会は
12/6(火)から開催！

2072-696-7537
http://www.art-studio-takahashi.com

高槻市富田町1-16-11  セピアコート11-1F
営／10時～19時　土日祝～18時　
水曜休　Pあり　※阪急富田駅から徒歩1分

アートSTUDIOタカハシ

卒業ハカマ
レンタル展示会
①12/6～12/20
②1/6～3/末

● 5才男児16,630円
● 3才女児19,870円
● 7才女児20,950円

七五三スタジオ
レンタルパック（外出不可）
2ポーズ、美容(女児のみ)・着付

袴レンタルフルパック

成人式パック（6切台紙付き）
● お出かけレンタル 64,800円～

（振袖レンタル・美容・着付つき）
● スタジオレンタル・・39,740円
● 振袖持込パック（前撮り・後撮り）

（成人式当日以外） 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29,590円

● 写真（6切）1ポーズ 8，640円
（スマイルカード2枚付）

※6切台紙2ポーズ※4面プチ写真集(手札サイズ)＋スマイルカード
2枚(名刺サイズ)プレゼント※着物の持込みパックはお問合せを
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ダイエー

ジョーシン

タイムズ

大畑町交差点

阪急富田

至京都

至大阪

JR摂津富田

フォトスタジオ

● 貸衣裳（着物7，560円～・袴6，480円～）
● 美容・着付（髪飾レンタル付） 12，960円

こども食堂ムーブメントを広げよう
～豊中市･『千里中央こども食堂』訪問～

取材・文　編集部 木下

取材協力：千里中央子ども食堂をはじめようの会　
Facebookページ　
https://www.facebook.com/senchu.kodomoshokudou/　
予約メールアドレス　2sons.kaachan2016@gmail.com 

　北摂でも徐々に増えつつある『こども食堂』。
今回は「千里中央子ども食堂」を取材した。

　代表の向井さんが「千里中央子ども食堂をはじめようの
会」を立ち上げ、子ども食堂開設の準備をスタート。チラシを
作成して開催場所の千里公民館などに設置してもらってい
る。プレオープン、8/29の本開催初回を経て、この日は通算3
回目の開催。残念ながら2回とも雨模様だったこともあり、参
加者が少なかったが、今回はチラシ設置箇所が増えたことも
あり、参加者も増えて、会場は賑やかな雰囲気に。事前予約
以外の参加もあり、今までで1番の賑わいだったそう。ボランテ
ィアの方と楽しげに料理する子どもの姿が印象的だった。
　こちらのこども食堂も、ボランティア不足や資金不足など問
題を抱えている。「今回初めてFacebookページで食材募集
を呼び掛けてみたところ、希望していたものをすべて集めるこ
とができた。今後も呼びかけていきたい。小学生にもっと来て
もらえれば…」と向井さん。次回は11/10（木）に開催予定。 メニューはカレーと野菜のピクルス

※ボランティアや食材募集などの情報は
Facebookページなどで発信。参加希
望者はできれば事前にFacebookペー
ジのメッセージ、もしくは左記メールアド
レスにご予約を。（当日でも可）

成人式二十歳を
　　　祝う

あなたらしいコーディネイトで輝くために…


