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〒359-1133 所沢市荒幡 425

http://www.ouchino-uchino.com
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新じゃがで皮付きポテト
ホクホクの新じゃがを楽しめます♪
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ン感謝デー

第４回ファ

ウチノ駅

ⅾↄ⇂↝Ↄஹئⅱ↹ⅻ↗ⅵↃↅⅳ↭ↆ ––
５月１６日、日頃お世話になっているＯＢ客の
皆様へ感謝の気持ちを込めて第４回ファン感謝

新じゃがをよく洗い、皮付きのまま
くし切りにし、たっぷりの水に１０
分程さらしておく。

デーウチノ駅を開催致しました。
心配だったお天気にも恵まれ、今年もたくさん

キッチンペーパーで水気をよく切り

のお客様にご来場いただき、ありがとうござい

ビニール袋に新じゃが・小麦粉・片
栗粉を入れシャカシャカふってまぶす。

ました！
メインイベントの流しそうめんは、大人にも子

油を熱したフライパンでこんがり色

どもにも楽しんで頂けました。

がつくまで揚げ焼きにする。

今年も１０月にはウキウキうっちー祭りも開催
致しますので是非お越し下さい !!

毎月たくさんのお言葉や

エコリフォーム向けの省エネ住宅
ます。1 ポイント 1 円換算で最大
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付属のはがきにクロスワードの答えと
必要事項をご記入の上ご応募ください。
※締め切り：６月 30 日

内野晴彰

交換で追加のリフォームに使用す
ることが出来ます !!
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■応募方法

正解者にはウチノで
つかえるポイントを
１５pt プレゼント !

産品などと交換ができる他、即時

35

７つある”？”といえば
国語︑算数︑
○○︑社会

正解者の方おめでとうございます !!
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商品券やプリペイドカード、地域

詳しくはウチノまでお問い合わせ下さい。
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シツレイデスワ

ヒン
ト

前回の答え

ます！発行されたポイントは、

4

気取らない服装やスタイル
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東京名物深川めしに炊き込む
潮干狩りで取る貝
スポーツなどの協議の得点
バッテラはこの魚の押し鮨
三日○○○はすぐに飽きてし
まうから困りもの
名古屋名物の平打ちうどん
硬貨のお金
細〜い糸こんにゃく
仙台は︑モ〜と鳴くこの家畜
のタン料理の発祥の地
呪詛ともいう
お茶を飲むための茶碗
いわゆる︑いいにおい
沖縄料理ゴーヤチャンプルー
の﹁ゴーヤー﹂
漫才師などの３人組
﹁お使いご苦労さま﹂と子供
に与えるごほうび
今の高知県のこと︒名物はカ
ツオのたたきや豪快な皿鉢料
理
盛岡名物わんこそばは︑この
県の郷土料理
日本工業規格のマーク
小舟で川の両岸を往復する○
○○舟
キュウリがネタのロール寿司
ヒトの祖先だとか
家の軒下にできる氷の柱
サト○○︑こんにゃく︑肉な
どを野外で煮て食べる﹁○○
煮会﹂は山形の行事
鹿児島県の旧国名がついた○
○○汁は︑具だくさんの濃い
みそ汁
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１ 吊るし切りにするこの魚が主
役の鍋物は茨城が元祖とか
２ プレゼントに結びます
３ ダイコンの別名で︑春の七草
のひとつ
きりたんぽは︑美人の多い県
といわれるこの県の名物
関西では﹁フカ﹂と呼ばれる
怖〜い海の生き物
ドラマや報道などがあるＴＶ
局が放送するもの
とにかくすぐに！○○○○連
絡してください！
有名な平野と同じ名を持つ︑
鮭がメインの北海道名物鍋と
いえば
海外のスターなどがやってく
ること
おむすびにペタリと⁝
神主さんが神事で﹁かしこみ︑
かしこみ⁝﹂と唱える
だんご汁は︑湯布院温泉で知
られるこの県の郷土料理
１年の最初の日
キツネが威を借りる猛獣
おしゃれのためにかけるのは
○○めがね
香川が本場のこのうどんは︑
コシが強くのどごし抜群！
畳敷きの部屋
機密情報などを探る諜報員
円舞曲のこと
熊本ね異物﹁○○○蓮根﹂︒
鼻にツ〜ンとくる黄色いこの
香辛料が味の決め手です
野球で攻撃の後につくのは？
パンダの大好物です
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30 万円分のポイントが発行され
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ポイント制度が只今実施されてい
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内野順子

畔本宏美

イラストをいただき︑

適量
適量
適量

誠にありがとうございます！

お好みで
塩
コンソメ
乾燥パセリ

完成〜 !!

4個
小さじ１
小さじ１
適量

うっちー新聞企画室では

新じゃが
小麦粉
片栗粉
サラダ油

皆様からのお便りを

乾燥パセリなどをふる。

お待ちしています！

付属のはがきをご利用下さい︒

油を切り、お好みで塩やコンソメ、

村松和泉
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パート 募集
勤

務

時
給
仕事内容

所沢市Ｓ様
ペット自慢のコーナーでは、我が家の
可愛いペットを募集中！
掲載ご希望の方は写真とコメントを
うっちー新聞企画室までお送りください。

週３日以上できる方
8:30〜17:30
１日３時間より相談に応じます
８００円〜
顧客訪問（広報誌のお届け）

※詳細はお電話にてお問い合わせ下さい。
☎04-2923-2443

内野あけみ

〒359-1133
所沢市荒幡 425
株式会社ウチノ

うっちー新聞企画室

