ハウジング室

例年とは違う ニューノーマルな年末年始に？

こんな工事をさせていただきました ！

２０２０年も残り１カ月。１２月・１月といえば、集まりや外食が多くなる時期。
しかし新型コロナウイルスの影響で、過ごし方にも変化が見られそうです。

小松市 Ｋ様邸 『改修工事』

〈 いつもと違うステイホームな年末年始を予想 〉
・クリスマスディナーは自宅で楽しむ
・長時間移動が伴う帰省はしない
・大規模な忘、新年会はしない ・混み合う場所への外出を避け自宅で過ごす

長くなりそうなおうち時間を、少しでも
「楽しく美味しく 」過ごせるように
簡単ごちそうレシピを調べました！！
ズボラ主婦 編集者Ｔでも
作れちゃうよ～

かぼちゃとチーズの焼きコロッケ
■ 材料 ■ （４人分 １２個）
☆パン粉
・・・30ｇ
・かぼちゃ ・・・400ｇ
☆バジル（粉） ・・・小１
・塩こしょう ・・・少々
☆おろしにんにく・・・小1/2
・クリームチーズ ・・・40ｇ
☆オリーブオイル ・・・大１
■ 作り方 ■
① かぼちゃは皮をむき、鍋に入れて半分隠れる高さまで水を入れる。蓋をして
蒸し焼きに。水分が無くなり柔らかくなったら潰して塩コショウを混ぜる。
② １２等分した①のかぼちゃの中に、１２等分したクリームチーズをいれ丸める。
③ フライパンに☆の材料を入れ、焼き目がつくまで炒める。
④ ③のフライパンに②を入れてまんべんなく衣をつけ、ピックなどをさす。
★ イベントに合わせて可愛いピックを使うとグッド！

手乗せ寿司

スペアリブのハニー
マスタードグリル

広々ウッドデッキ
を造りました。
バルコニーも取付け
屋根付きに♪

おうち時間をもっともっと楽しめる、ステキなお庭です！

10・11月度は新築２件、住宅内装・外装のﾘﾆｭｰｱﾙ工事が
9件、加賀・小松・福井方面で工事をさせて頂きました。
ご近所のみなさまには工事中ご迷惑をおかけしました。
ご協力ありがとうございました。

正社員 ・ パート 募集

■ 材料 ■ （３人分）
・スペアリブ ・・・６８０ｇ
☆粒マスタード ・・・大２
☆蜂蜜、醤油 ・・・大２
☆マヨネーズ ・・・大１
☆おろしにんにく
・・・1かけ分
■ 作り方 ■
①ポリ袋にスペアリブと☆の材料を入れて
もみ込む。 ※オーブンを200度に予熱
②天板にクッキングシートを敷き
①を並べて袋のたれもかける。
③200度のオーブンで20分焼く。
★お好みでブラックペッパーをかけて

住
ま
い
の
か
わ
ら

版
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小中出建設 創業祭

【 現場監督・作業員 】 【 企画事務 】

■ 材料 ■ （３人分 ４本）
・ごはん ・・・２合分 あとは
・すし酢 ・・・５０ｃｃ
好きな
・海苔 ･･･４枚 お寿司の具材
■ 作り方 ■
①材料を使ってご飯だけの
太巻を作り６等分に切る。
②お皿に並べて好きな具材を
乗っけて食べる！！

当社は２０２０年１０月２日で６８回目の
創立記念日を迎えることが出来ました。

建 築
土 木
◇ 正社員 ◇
年齢を問わず
建築関連経験者を募集
資格保有者歓迎！

住まいの
あれこれ

江沼神社の神主さんにご祈祷して
いただきました。
何かと不便の多い今日ですが、
この状況が一日も早く解消されて、
平穏な日々が戻りますように☆

◇ パート ◇
お子さんをお持ちの方も
安心して働けます！

小中出建設

下水道接続工事
並びに、
耐震補強工事も
ご相談ください

来年はうし年だよ～
モォ～っと楽しく過ごせるといいなぁ

北国銀行
ローソン

☆ 12月の運勢 ☆

至吉崎・福井
熊
坂
川

至福井

北陸
銀行

加賀市役所

錦城中学校

大聖寺

至金沢

注文住宅 ・マンション新築 ・増改築 ・リフォーム・その他
〈 相 談、現 地 調 査、見 積 り お任せください 〉
おかげさまで

創 業
６５年

小中出建設株式会社
加賀市大聖寺地方町（錦町）13-6-2
HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.konakade.co.jp/
小中出建設

検索

牡羊座 （3/21～4/20）
運命の輪は大きく回ります。現
状に不安を抱くより、未来を見
つめて希望を抱くと運気ＵＰ。
この機にできることを考えて。

牡牛座(4/21～5/21)

獅子座 （7/23～8/22）

乙女座 （8/23～9/23）

思い通りに物事が進みやすい
とき。誰かのためにひと肌脱ぐ
のも運気ＵＰに。動けば動くほ
ど活躍の場が広がりそう。

家を中心にすると運が向いて
きそう。大掃除も幸運アクショ
ン。すみずみまできれいにして
新年を迎えましょう。

射手座(11/23～12/21)
あらゆる分野で運気が上がる
とき。周りに人が集まり、チャ
ンスが舞い込み大忙しに。ここ
が勝負時！全力で対応を。

双子座 （5/22～6/21）

ここまでかなと思ったところか いいライバルとの出会いが運
らもう一段深く掘り下げると、 気ＵＰに。チャンスがいくつも
奥底に素晴らしい宝が。本当 飛び込んできそう。つねに意
に求めるものに気づけるはず。 欲を高める心がけが重要に。

山羊座(12/22～1/20)

天秤座(9/24～10/23)

蟹座 （6/22～7/22）
大切な土台作りの時期。面倒
なことほど丁寧に作業を。後で
修正する手間がなく、すっきり
終えられそう。

蠍座（10/24～11/22）

学びがツキを呼びそう。忙しい 自分の足元が確固たる地盤で
時期ですが時短テクなどを駆 あるのか考え始めるとき。学ぼ
使して。通販などで買い物をす うという意識が高まりそう。知
るといいストレス発散に。
識を身につけるチャンス。

水瓶座 （1/21～2/18）

魚座 （2/19～3/20）

少しゆううつになりやすいとき。 多種多様な人的ネットワーク これまでの実績を確かめ、そ
ここまで頑張った自分を大い が可能性を広げてくれそう。知 れを土台に新たな一歩を踏み
にねぎらい称えましょう。家で り合いを増やし、意見交換をは 出すとき。試行錯誤しながら次
は早寝を心がけると吉。
かって幸運の種まきをして。 の一手を検討してみて。

GO

フリーダイヤル

０１２０－７１１－３９７

ＴＥＬ ： ０７６１－７２－０７１１ ／ ＦＡＸ ： ０７６１－７３－４５４６
営業時間 （月曜日～隔週土曜日） ８：００～１７：００

こんにちは オリンピックへの期待で始まった2020年も、コロナ禍でいろいろな事が制限
されました。移動自粛のため、懐かしい顔に簡単に会えないストレスは本当に辛いですよね。
秋には熊の出没が相次ぎ、住人が襲われる報道もありました。里山の荒廃や熊の二歳児問
題などの理由があるのでしょうが、どこかで社会の歪が影響しているのでしょうね。
社長
来年は平穏無事で、皆さんにとってもいい年になりますようにお祈りします。
小中出佳津良

