切ったリンゴが茶色になるのは、
リンゴに含まれる ポリフェノール
の一種であるエピカテキンやクロ
ロゲン酸が酸化酵素によっ て空
気と反応して酸化し変色するか
ら。 よくリンゴの変色を防ぐ方法と
してあげられる「塩水につける」方
法ですが、この場合、ナトリウムイ
オン がリンゴのポリフェノー ル類
の周りにガードする壁を作って く
れて、酵素の働きをストップし、酸
化を防いでくれるんだそうです。

この時期美味しい果物と言えばリンゴですよね。
私も好きで、毎年青森農協から箱で購入しています。

毎朝一個剥いて朝食に。残った分は塩水にさらし酸化から
ガードしてタッパに保存してその日のうちに食べきります。
ところが、栄養面から言えば、皮ごと食べるのがいいようで、
先日テレビで輪切りにしていたのを見て真似てみました。
美味しさも増す気がするし、種のきわまで食べれて中々お勧めですよっ！

芯が邪魔なら先に4/1にカットし
取り除いておくといいですね →

スーパ ーの買 物が終 わり 駐輪場 に向 かって いると 、電
動車椅 子に乗 ってき た年 配の男 の人 が止め ようと して

車
道
側

いる姿が あった んです 。でも、どう見 ても自 転車と 自転
車の間隔 が、少 し狭い だろう と感じ たので、自転車 を移
動して あげよ うと思 って いたら 、その 人は 右側の 自転
車 1 台 を グ イ グ イ 押 し な が ら 前 進、 ガ ッ ガ ッ ガ
ピッー っと音 と共に ステ ンレス 製の 柵に電 動車椅 子を
ぶつけ止 ったん です。意外と、勢いよ く突っ 込んだ ので

る人だっ たのね ～
電動車 椅子 は足が 悪い 人だ けが利 用す るので

ビックリ したわ ～！
倒れる ことな く前に ズル ズル押 し出 された 自転車 を、
その人 は電動 車椅子 から 降りて 、元の 場所 まで移 動さ

はない んで すね、 安定 感があ るか らこ れから
利用す る人 が増え てき ます よね。 駐輪 場に別
枠で電 動車 椅子が 止め れる 場所が 必要 となる

せたのを 唖然と 見てい た私… 歩ける し、意 外と力 もあ

時代なん ですね 。

毎日仕事で顔を合わせている隣の席の人
数十年前からの友人・知人・ご近所さん等
メールやラインは知っていても、
それ以外の連絡先は案外何もわかっていないものです。
急を要し、ご家族に連絡をということがあっても、
その親しさレベルをよそに、
本人以外の情報って何も出てこないものです。
なので、今回第一連絡先となる人の携帯番号を交換しておいて
ほしいと切り出すと、多くが快く引き受けてくれました。

駐
輪
場

ス
ー
パ
ー
側

私の場合ですが、
以前主人が、大阪より東京に単身赴任をしていた際、
連絡手段は携帯電話だけというのも不安なため、
勤務地で一番身近な同僚の携帯番号を、
何かの時のために登録させて頂いていました。
今や、何をおいても一番身近なスマホ。
このお正月は、年賀状を見て
スマホの電話帳を整理するのもいいですね。
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色が統一
されて
スッキリ！

→

→

靴箱を用意
箱を裏返す

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！

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（*・‿・*）

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
空のカートを店内に戻し、高齢者を乗せ出発。
ヘイ！ タクシー（笑）
…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。
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。
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黒枝豆・小松菜

大阪府岸和田市の道の駅「愛彩ランド」に
寄ってみました。
新鮮な野菜・果物・米など種類豊富な農産
物が取り揃えてある「農産物直売所」や、岸
和田市 漁協よ り直送 の地 元鮮魚 など 販売す
る「地域応援館」、泉州野菜を使った料理を
提供する「ビュッフェ＆カフェ」、体験交流
館などがあり、私は早速、農産物直売所へ！

甘みがあると友人から聞いていた
「ゆら早生」や違う種類など計7袋
のみかんを購入。

椎茸はフライパンで塩コショウ
炒めのシンプル料理、笠が肉厚
なので食感がプリプリ、ジュー
シーでした。

入口では 従業員が 1グルー プにカ ゴを一つ
渡し入場制限をしていました（コロナ対策）。
店内に入ると活 気があるので、 品物をどん
どんカゴに入れてしまうわ～（＾０＾゛）
朝採れレタス・しいたけ・黒豆・小松菜・す
だち・モロッコいんげん・みかん等を計22点、
5,174円購入。
愛彩ランド内の手 作り工房で製 造されてい
る「泉州水なす」の浅漬け美味しかったわ！

黒豆は正月用に、金時豆
は義 母が甘い味 で作 っ
てく れてたな～ と懐 か
しく思い購入。

食パ ンに、粒マ スター ド・
マーガリンを塗り、ちぎった
レタス・シーチキンマヨ・茹
でたいんげんを挟んだサン
ドイッチを作りました！

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

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。

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。

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
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！

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。
大きいメロン！
メガネと比較し
てみました。

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＾）

