茹でた落花生の
中身は色白ですよ～

モチモチ紫米

大阪府南河地域にある「道の駅」で河南
町特産「いちじく」と書かれた旗が数本ひ
らひらとなびいている。ど んな「いちじ
く」だろうと気になり立ち寄ってみたら、
いちじくの棚には《完売》の紙が置かれて
いたわ～ 見てみたかった… 昼過ぎに行
くのは遅いようですね…残念！
でも、
「生の落花生」や「古代米の紫米」
「手作り梅干し」「パプリカ」「みかん」
「小松菜」の計6点、1,760円購入（＾‐＾ ）

生の落花生は圧力鍋で 調理、薄い塩水
でよく洗い、水はひたひた ぐらい、塩適
量、火にかけ沸騰したら弱火1分でOK。
皮はふにゃりとしてむき やすく、味は淡
泊でやわらかな食感、薄皮も 一緒に食べ
れるわ。
白米2 合に古 代米 の紫米 スプー ン1杯
を入れて炊くと、赤飯のような色になり、
モチモチ食感でした。
秋の始まり、遠出気分と、道の駅ならで
はの食材に出会えました。
う～ん、
酸っぱい

色が統一
されて
スッキリ！

→

→

靴箱を用意
箱を裏返す

パプリカは「ツナチーズ焼き」にしました。
シーチキンにマヨネーズを加えて混ぜた
のを、たて半分に切ったパプリカ中に詰め、
薄切り玉ねぎとピザ用チーズをのせ、オー
ブントースターにアルミホイルをひいた
その上にパプリカを並べて約2～3分焼く。

コロナ禍で自宅に居る時間が長過ぎ不要なものを捨て片付けをしたという声
をよく聞きます。
片付けた感を出すために効果的なのは【揃える】という点のようで、家具などの
配置を面一（つらいち）にするのはもとより、小物容器の色を揃える、形を揃える。
揃えるという意味では食器・文具など安価で叶えてくれる百円均一などが流行る
わけですね。
色・形を揃えるという意味から、以前なにかで見た靴箱活用をやってみました。
メーカーによってカラフルな靴箱、積み上げるとスッキリ感は無くなります。そこで
分解し裏表を逆にすると、みんな茶系で無地の箱の出来あがり、色の統一は図
れますよっ！

コロナの感染予防対策として、ほとんどのお店が会計時の
金銭の受け渡しは、トレー を使うようになりま した。
手渡しだと、直接手が触れる こ とも ある ので、このご 時世
ちょっと敏感になりますよね。でも、おつりの小銭が多い時、ト

今晩の メニュ ーは、「 茄子と ピーマ ンの
味噌炒め 」「かぼ ちゃの 煮物」「きん ぴら

レー にバラ バラ と置かれる と取りにく く、後 ろでお客さん が
待っている 時なんかはすご く焦ります。
私が頻繁に利用しているスギ 薬局では、定員さんがおつり
をトレーに置く際、小銭を縦一列に積み上げ てくれます。
これなら 、受け取る側は一回で財布に納めるこ とができ、時

麺が1玉残 ってい るので 、野菜 をたく さん
入れて作 りまし ょう。あ とは粉 末の玉 ねぎ
スープを 出せば いいか な～(・∀・ )!!

間も短縮。
会計時は、スマホで割引クー ポンやポイン トを貯める ため
の会員証バーコ ード を見せ、商品を詰めたり・・・と忙しいの
で、こう いった配慮はとてもう れしいです！
このお店は夕方時、いつも レジ待ち のお客さんでいっぱい
ですが、案外早く自分の番が来るのは、こ う いうちょっ とした
事が影響してるのかも～です (^^♪

ごぼう」そ の中に コンニ ャクと 薄揚げ の具
材も入れ てみよ う。さば 味噌漬 は明日 に置
いといて 、賞味 期限が1 日過ぎ た焼き そば

茄子・ピーマンの
味噌炒め
チンゲン菜を入れた
「玉ねぎスープ」
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子育てを終えた50代、夫との二人暮らし。娘の出産に伴いここ数日は若夫婦
と新生児が加わった生活です。パートの仕事の合間、昼休みに買い物をし、
仕事終わりにも別のスーパーに行ってしまうんです。

乳児用粉ミルク
（大缶800ｇ2,246円）
って意外と値段するんですね。
30年前っていくらしたかな…などと
考えたり、他店との価格も比較しようと
思いました。あと、オムツとか消耗品の
お店選びは価格が勝負ですねっ！
ドラッグにも牛乳・玉子・
パンなど売ってい るので
助かります。家の近 くに
最近オープンした のでよ
く利用しています。

9月7日 ～11日買物金 額
スーパ ー合 計14,900円
ドラッ グ 合計 2,960円
5日間 合計17,860円

大きいメロン！
メガネと比較し
てみました。

娘が毎日欠かさず食べるバナナ
や母乳には肉より魚が良いんだ
と聞かされ、なるべく魚を買い
求める。孫の為にエンゲル係数
が高くなっても仕方がないわっ
と、スーパーへ走ります！

行きつけ のスー パーでは
北海道フェ アをしてい
て、入口す ぐの 果物売場
にメロンが陳列！買っちゃいました（＾O＾）

あれは、たしか… 有楽町駅前片隅で
お洒落なネクタイとベルトを平台に並べ
「タイムサ～ビス！どれでも、千円！千円！… ○○○○○○○○ ～ 」 と、
威勢のいいお兄さんの声が愛想良く呼び込む。
千円なら失敗してもまぁいいや…とネクタイ3本を手にキョロキョロ。
「レジはこちらでぇ～す」と、裏手の方に案内される…？
「はい、ではお兄さん、お負けして3点で9千円ね」
「エッ？3千円違うの？」
「違うよお兄さん、1本4千円だから本当なら12,000円の品だよっ」
「どれでも千円おまけしちゃうよっ」って言ったのを
聞き間違えちゃったんだ…と、強面のお兄さん。
それなら要らないと言って、執拗に引き止める店員を振り切った。
カッコ悪いなんて言ってられない、気の弱さを見せず、足早に離れた。
口説き話で済んだものの、数年経っても忘れられない…
皆さん気を付けましょう。

ワゴンの商品、どれでも千円 ‼ 千円 ‼ 千円 ‼
おまけしちゃうよぉ～ おまけしちゃうよ ぉ～

おまけしちゃうよぉ～

期限間近の一品限り15％引きクーポンが2枚…
これを使い切るために夫を連れ出し
「悪いけど、ワイドハイター詰め替えの大袋を買っておいて、
私はハンドソープ見てくる」と、クーポン一枚ずつ手に分散の術。
「ワイドハイターってどこに置いてるねん…」（夫の声）
ワイドハイタ ーは

その声に反応した、40代の夫婦らしき旦那様の方が、
ここやでぇ～
「ワイドハイターここやでぇ～」
もう一人マッチョな男性からも「ワイドハイターここにあんでぇ」と低い声
以外な男性陣の声掛けに居合わせた5人大笑い。
親切、しかも洗濯に縁のないであろう、若干こわもての男性2人が、
「ワイドハイター」「ワイドハイター」って。。。ねぇ。
些細な笑いがそこにありました。 めでたし。

おまけしちゃうよぉ～

椅子座面 のカバ ー張替 えの ため、ま ず座面カバ ーを 留 めている ホッチキスの針を外 すんですが、これ が鬼の ごとく無数 に留 めてある んですよ。ひとつ づつマイ ナスドライバ ー
で浮かし 、それをペンチで引き抜 くんですが 、めちゃくちゃ 力が必 要なのと 、時 間がか かる んです！ なんとか 外せ たら、新 たな生 地を木材 に留 めるの に「タッカー」でバ チッン・
バチッン・バチッン、 と調子よ く打ち 付けていたら、突 然、空を切 った感じ になり ハンドル部分を 押さえて打ち付け ても針 が出 てこなくなったぁ …ま だDIYの途 中なの に…
あーあっ「タッカー」が 壊れ てしま ったー、 使い方が悪 かったの か…
それは100円ショ ップで買った代 物、使い過 ぎてダメだったの か、と、 ぼやきながら、 急いでコーナン へ新 たな「タッカー」を購 入！
Do it Yourself
DIYを再 開、バ チッン・バチッン、打 ちや すいわ（まぁ気 持ち気持ち）

完成！

無事に張替 え終了 ～ 手 に力 が入らない～ 腕が筋 肉痛、手・指 もか すり 傷…でも、出 来上がる と嬉しいもんです。
合成皮革 の椅子を 長年使 用していると 、足元 にモロ モロと剥 がれ落ち 掃除機 で吸い込 む事、早 、2年が経 ってし まい… よ うや くDIYを 頑張り、 綺麗 になりま した！
クッショ ン材も多めに入 れ厚み が増し 座り心地 も良 くなったよ ー（*・‿・*）
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コロナワクチン
わずか数ミリと
戦った3日間
バラエティに富んだ品揃えと、低価格で人気の百円ショップ。
これ便利そう！ これが百円？ って、つい長居してしまう。

メーカーさんが工夫を凝らした商品を、あの手・この手で、バイヤーにアピール、
その売り込みの様子をテレビで取り上げているのを見たことがある。
結果、、、採用されれば、薄利多売で、〇千？〇百万ぇぇぇ～円 ？⁈
ボツとなれば、肩を落とし、足取り重～く帰社。 まさに天国と地獄。
・・・そんな大変さをよそに
私が今利用しているお気に入りの百均商品は、
ダイソーさんで購入した
洗面器と手桶の2個を一緒に壁掛けできるアイデアグッズ。
これ、おすすめですよっ！
接地面が僅かなため湿気っぽい浴槽でもカビ知らず。
衛生面はもちろん、障害物の無い洗い場は
ゴシゴシ・・・掃除もラクラク。
ちなみに手桶は百均のミーツさんの商品だったかと。。。
まさに ～百・均・こ・ら・ぼやぁ～ (゜o゜) （ω ’)

♪「お元気ですかぁ～幸せですかぁ～…あなたの街のオークワァ～」と、
聴き慣れたCMソングが流れる。
その店内を背に、正面玄関で誰かを待ってる様子の高齢者。
手元には上段下段共に山積みの幅広カートが。
そこに到着したのは、タクシー。
運転手は慣れた手つきでカートの品をトランクに詰め、 便利な時代も
ヘイ！ タクシー（笑）
空のカートを店内に戻し、高齢者を乗せ出発。
…想像するに、
高齢者が、月数回タクシーをこういう風に
利用してるんだろうなぁ…と。

コロ ナワ クチ ン 接種2 回
目を受け た主人 は、当 日
に腕が痛 くなり、2 日目 、
午前中か ら熱 が出始 め
たので薬 を服用 、昼頃 に

39 度 台 ま で 上 昇 し 頭
痛・吐き気の 症状も。3 日
目は熱が 下がり 一安心 、
頭痛・腕 の痛み は残っ て
いる。 4日 目は 日 常生 活
へ復帰！
さあ ー 仕事 に 行っ て
らっしゃ ーい！
モデルナ社製
ワクチンを接種

頻繁に処分することがない蛍光灯などの
ゴミは、どうしたものかと・・・
30㎝までなら普通ゴミで出してもいいのか？
ゴミの出し方で悩むことがあります。
こんな時、いろんな意見が聞ける
職場のみんなに尋ねてみたら
環境事業局や区役所などに
回収箱があるよ、と教えてもらい
区役所に行ってみると、あった！あった！
回収箱が入口に設置されているんですね～
驚いたのが、小型家電回収ボックスというも
のがあり、パソコンを回収してくれるんやー！
その他、電話機・携帯電話・カメ ラ・血圧計・
カーナビ・ヘアドライヤーなどなど
知らなかったわー
分別しましょう（＾O＾）/

免許証を返納する人が増えている事に加え、
マイカーの保険・車検等の維持費に比べれば結果安くつきますよね。
品揃えが豊富、ワンストップショッピングが出来るスーパーセンター。
便利に決まってますもの。
ネットもいいけど、自分の目で見て、
人と触れ合う買い物、私も将来そうできればと思った。

区役所入口にあった「回収箱」

