
　

　

☆ 今月の運勢 ☆
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 社長  

小中出佳津良 

7・8月度は新築 3件、住宅内装・外装のﾘﾆｭｰｱﾙ工事が 
8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。 

北陸銀行   
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錦城中学校 

加賀市大聖寺地方町（錦町）13-6-2  

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

フリーダイヤル  ０１２０－７１１－３９７ 

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 無 料 で す 〉 

小中出建設株式会社 
HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.konakade.co.jp/  

検索 小中出建設 

GO 

おかげさまで 

創 業 

６０年 

新しい出会い、幅広い交友関

係が生まれそう。楽しい事が目

白押しですが、仕事でミスが出

やすくなるので注意！ 

獅子座 （7/23～8/22） 

蟹座 （6/22～7/22）   
将来の希望や目標が見えてく

る時。行動力を生かして動きだ

しましょう。ただ、焦らず着実に

を忘れずに！ 

牡羊座 （3/21～4/20） 

乙女座 （8/23～9/23） 

 牡牛座(4/21～5/21)  双子座 （5/22～6/21） 

天秤座(9/24～10/23)  蠍座（10/24～11/22）  

水瓶座 （1/21～2/18）  山羊座(12/22～1/20) 射手座(11/23～12/21)  魚座 （2/19～3/20） 

プライベートが充実しそう。忙

しい人も楽しみの時間を確保

できるよう心掛けて。遠出やグ

ルメイベントがおすすめ♪ 

強運が訪れる予感☆幸運を手

にするために、具体的なビジョ

ンを持つ事がポイント。何事に

も誠実な対応を心掛けて。 

仕事ばかりだった人もお誘い

や楽しみが増えそう。気持ちも

明るくなり恋愛運も上昇！

ファッションに力を入れてみて

何か大きなことにチャレンジし

たい気持ちが高まりそう。欲張

らずに照準を定めれば、力を

発揮できるとき。 

自分磨きに投資すると良い時。

グルメや旅行の計画をたてる

のも良さそう。身近な人への気

配りが吉。 

足を止め、自分に問いかける

ことが多くなりそう。疑問に思う

事をとことん考えてみるのが幸

運のカギ。        

気づかないうちに身近な人達

との絆が薄れてしまっている

予感。足を止めてじっくり考え

てみて。歩み寄る事が大切。 

気負いがなく、ほっとのんびり

リラックス出来る時期。同時に

腰が重くなりやすいので、大事

なことは早めの行動を。 

人間関係に新たな動きがあり

そう。縛られていた関係は初

心に戻り見直しを図る時。学び

にも意欲的に取り組めそう。 

望まないのに目立つ立場に置

かれるかも。周りが背中を押し

てくれます。チャンスと考えて

億さずチャレンジ！  

        
        感動と興奮のリオ・オリンピックも閉幕しました。応援と熱帯夜が重り、寝不足で 
体調の優れない方もおられるのではないでしょうか。日本のメダルラッシュで、４年後の東京大会が 
楽しみです。トレーニングの進化やルールの変更で、以前と違うように見える競技もあります。 
「綱引き」が第２回大会から20年間正式種目だったってご存知でしたか？       

大聖寺
至福井   至金沢  

下水道接続工事 
並びに、 

耐震補強工事も 
ご相談ください 

こんな工事をさせていただきました   

ハウジング事業部   

加賀市  Ｔ様邸  『改修工事』 

ホームページではこれまでの 

イベント・教室の様子や 

作品などご紹介しております。 

「スタッフのつぶやき」 

ブログもチェック♪ 

夏だけではもったいない!? 

107 

そんな時に作ってみて欲しい！アレンジレシピをご紹介します。 

白と黒をベースにデザインされた 
おしゃれな空間に 
生まれ変わりました！！ 
 
 
          

つるつるっと食べられて、美味しく簡単なそうめんは夏の定番。 
でも涼しくなってくると余ってしまったり、いつもの食べ方に飽きてきたり･･。 
 
 
          
 

簡単♪ 

■ 材料 ■ 

・・・150ｇ 

・・・お好みで 

・・・お好みで 

・・・大さじ4 

・・・大さじ1 

・そうめん 

・きざみ海苔、ねぎ 

・温泉卵 

・めんつゆ 

・ごま油 

①そうめんを茹でて冷水にさらす 

②具材を盛り付け、めんつゆと 

  ごま油を回しかけ完成  

 

■ 作り方 ■ 

 

 温泉卵とネギごまそうめん 

 （2人分） 

☆納豆やキムチ 

  をのせても 

     Good!! 

      

  食べきれずに残ったら…〈サクッもっちり☆チヂミ〉 
    
    ①ゆで残った麺を細かく切り片栗粉とよく混ぜる 

②卵に粉末だしと塩、残った薬味があれば一緒に 
  よく混ぜ①のそうめんを加えてさらに混ぜる 
③フライパンにごま油をしき②を薄めに焼く 
 
 

☆ぽん酢で食べたり、チーズのせもおすすめ！ 
 ☆油や薬味を使わずに作れば小さなお子様の 
  手づかみ食べにもぴったりですよ✿ 

・・・100ｇ    

・・・1個 

・・・大さじ１ 

・・・小さじ1 

・・・小さじ1/2 

・・・大さじ１ 

・そうめん 

・卵 

・片栗粉 

・粉末だし 

・塩 

・ごま油 

■ 材料 ■ （2人分） ■ 作り方 ■ 

    そうめんアレンジレシピ  

■ 作り方 ■ ■ 材料 ■ 
・・・100ｇ 

・・・２個 

・・・１/４個 

・・・１/４個 

・・・２枚 

  ・・・大さじ２ 

 

 

・そうめん 

・しいたけ 

・にんじん 

・たまねぎ 

・キャベツ 

・水溶き片栗粉 

①そうめんを茹で水気をよく 

  切り1人分づづきつね色 

  になるまで油で揚げる 

②耐熱容器に切った野菜と 

  Aを入れ、火が通るまでレンジで温める 

    ③②に水溶き片栗粉でとろみをつけ、 

      揚げたそうめんにかければ完成 

 

そうめんdeあんかけ堅焼きそば 
（2人分） 

・・・大さじ４ 

・・・少々 

・・・150ｃｃ 

 

 

☆野菜はお好みで選んで 

       フライパンで炒めて作ってもOK 

Ａ ・めんつゆ 

  ・塩コショウ 

  ・水 

（2人分） 

■ 作り方 ■ 

■ 材料 ■ 
・・・100ｇ 

・・・２個  

・・・１缶 

・・・適量 

  ・・・お好みで 

 

・そうめん 

・卵 

・ツナ 

・めんつゆ 

・きざみ海苔 

 ①そうめんを茹で、ざるに上げざっと 

  すすいでおく（炒めるのでかためでＯＫ）   

②卵をフライパンでいり卵にして、 

  汁を切ったツナを入れ軽く炒める 

③①のそうめんとめんつゆを回し入れ 

  手早く混ぜ、お皿に盛ったらお好みで 

  きざみ海苔を散らす            

      

ツナたまそうめん 

☆とにかく手早く！がポイント 

    
※一般的にそうめん一人前は 一束50ｇ×2＝100ｇ のようです      出典 クックパッド  

 KONAホームのゼロ・エネルギーハウス 

 エネルギーを自給自足  

※ＺＥＨ（ゼッチ）とは、年間の一次エネルギー消費量を省エネと創エネによって、 

                      正味（ネット）ゼロ以下にする住まい。 

政府は2020年までに新築住宅の標準にと、各種補助や優遇の対象に位置づけています。 

       ＫＯＮＡホームの家 （※ＺＥＨ＋自然派住宅） 

 ・・・ Smart House eco-friendly 人と自然にやさしい快適な住まい ・・・ 

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 

第33回 

暑い中、たくさんの方にご来場いただき 

   ありがとうございました!! 

『大聖寺錦町夏祭り』は 
当社駐車場にて行われ 

 大盛り上がりで終了いたしました。 

 

7/23（土)開催されました 

次回のｲﾍﾞﾝﾄは、ただいま企画中です！ 

日程や内容は「住まいの瓦版」・当社ホームページにて 
 
    お知らせしていきます。どうぞお楽しみに♪ 


