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編集・作成 三河商事株式会社 広報紙委員会  

寒い冬こそ、三河商事の床暖房でポカポカ生活！！ 

昭和40年頃に建てられた市営美和住宅。各戸に専用庭が付いた  

長屋風の住宅。風呂の煙突が出てたり、近所の夕飯のにおいが

漂ってきたり、生活感あふれ、下町のような雰囲気です。建て替

えが始まり今風の高層住宅になりつつありますが、中には長屋の

ままの方が良いという人もいることでしょう… 

2010.11.20 発行 

本社  豊田市元城町2丁目66番地   

TEL 0565-31-0772 

岡崎支店 岡崎市井内町北浦47番地    

TEL 0564-71-3222 

若林営業所 若林東町棚田138-8番地 

TEL 0565-53-0008 

三好営業所 みよし市三好町新屋34番地   

TEL 0561-32-2766 

一人の編集委員が言いました。団地を取材したい！！ 一口に団地といっても市営､県営、

公団、いっぱいあるし、よーく見てみると、一つとして同じ形の建物はありませんよね。

歴史のある団地から新興団地まで、なんだか興味わきませんか？？ 団地の魅力を私達が

少しずつですがお伝えしていきます。第一回は市営美和団地です。 

今年の冬は例年より寒くな

るとのことです。床暖房は

床に60℃のお湯が流れてい

ます。輻射熱で足元がポカ

ポカ、とっても快適です。

ぜひ一度体験しに来て下さ

い。土日祝日も営業してい

ます。(本社ショールーム) 

床材の色も豊富です☆ 畳も床暖房できます!! 
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食べるラー油に決まったレシピはありません。 
好みに合わせて辛さを調整したり、調味料や具材を変えて 
オリジナルラー油を作ってみてください！ 

＜＜ちょっと和風に！ 梅ラー油＞＞ 

 

今回は最初に作ったラー油をベースに、種を抜いてすりつぶした梅干を

混ぜ合わせました。(梅は多めに！) 

ラー油の辛さと梅のさっぱりとした味わいでおつまみの味付け(写真1)

からサラダのドレッシング(写真2)まで幅広く活用できます。 

＜＜食感のアクセント！ レンコンラー油＞＞ 

 

レンコンラー油はレンコン(お好みの量)を食感が残る程度にみじん切りにし、ベースとまぜ合わせて軽く火に

かけました。レンコンのサクサクとした食感は食べ応え十分！ ある程度時間がたっても食感が変わらないの

がオススメです。 

 左の写真、どこかで見た事のある景色ですが、どこだかわかるでしょうか？？ 

 そうです！ 豊田市駅前にそびえ立つとよた参合館の前にある広場です。この

広場、いつも気にもとめ

ず通り抜けて駅に向かっ

ている方も多いと思いま

すが、ふと足元を見ると

な に や ら 丌 規 則 な 模 様

が・・・。 

 

 参合館の中に入り、5F図書館の窓から見下ろしてみると謎

の模様の正体が！！ 

 なんとその正体は世界地図でした(右写真)。なぜ世界地図が

描かれているのか、また参合館の中から見ると世界地図がなぜ

か反対向きだったりとナスカの地上絵に並ぶミステリー(笑) 

 住み慣れた街もじっくり観察してみるといろいろな発見があ

るかもしれませんね。 

写真1 写真2 

～駅前の地上絵 誰が何の為に！？～ 

①ごま油80ccとオリーブ油

を中火にかけ、【材料A】

を入れて30秒、【材料B】

を加え焦げないように火加

減を調整します。全体がし

んなりしてきたらゴマを入

れて火から下ろします。 

②あら熱がとれたら【調味

料】と 残 り の ご ま 油 を 入

れ、味がまんべんなく絡む

ように混ぜ合わせます。 

 ※ 熱いうちに調味料を入

れると油が飛び跳ねるので

注意！ 

③完全に冷めたらビンの容器

に移しできあがり。 

できあがり直後は多少辛味も

強く出ますが日を追うごとに

まろやかになっていきます。 

＜作り方＞ 

☆その他にもイカ天スナックを砕いて入れるだけの簡単イカ天ラー油は男性陣に人気の一品でした。こちらは食べる直前に混ぜるのがポイントです！ 

「食べるラー油」を作ってみよう！！ 

5F図書館から撮影。どこに日本があるかわかりますか？ 

 (材料)   (下ごしらえ) 

 ごま油 150cc   

 オリーブ油 50cc   

 にんにくチップ 80g  適当な大きさに砕く 

材料A タカの爪 3本  粗みじん 

 とうがらし 小さじ1   

 あみエビ 10g  ぶつ切りにして空炒り 

材料B しょうが(大) 4cm程度  粗みじん 

 ネギ 1～2本  みじん切り 

 ゴマ 大さじ1～2   

 醤油 大さじ3   

調味料 砂糖 小さじ1   

 塩 小さじ1/2強   

 豆板醤 小さじ1   
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３．３６ＫＷ システム導入 

２０１０年８月２０日 ＳＴＡＲＴ！ 

補助金 ２３５，２００－ 

太陽エネルギー課 都築が 

無料診断お伺いします！！！ 

☎ 0120-244-266 

㈱タクトのみなさん 

取付業者 

◆補助金 １ＫＷあたり ７万円 

◆あまった電気（売電単価）          

４８円/KWで売れます！     

売電単価は１０年保証 

三河商事 太陽エネルギー課です。 

太陽光発電でつくった電気はなるべく 

お昼にたくさん売りましょう！ 

ガス発電給湯器、エネファーム、エコウィル

ならお湯を使うと電気をつくり、優先的に家

庭で消費されます。屋根と給湯器のダブルで

電気をつくるのでとっても効率がいいんで

す。光熱費シュミレーションも無料で作成し

ています。興味のあるお客様ぜひ一度お話を

聞いてみませんか？ http://www.sunene.jp/ 

フリーダイヤル 

４．２ＫＷ システム導入 

２０１０年1月２5日 ＳＴＡＲＴ！ 

補助金 ２９０，４００－ 

安全、安心な施工を  

心がけています。 

シャープ、京セラ、サンヨー 

三菱電機、長州産業 

取扱メーカー 

お客様の屋根に最適な発電パ

ネルの提案をさせていただき

ます。 

（火～土 8:30～18:00） 
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           当社LPガスをご利用のお店の経営者様へ☆ 

             “e菜通信”でお店紹介をしませんか？ 
      ・貴店名・定休日・住所・連絡先・担当者様・希望訪問時間・希望記載内容 
        ※上記内容を下記までご連絡ください★ 
        FAX番号:0565-31-6106 メール：LPG＠mikawashoji.co.jp 
       ※郵送でも受け付けます☆  〒471-0024 豊田市元城町2丁目66番地 
       お問い合わせは、0565-31-0773  広報紙委員会事務局 梅村まで☆（締切：1月末日） 

プリザーブドフラワー・資格がとれる教室がとても 
魅力的です（*^_^*）自分磨きにピッタリ！ 
お花がある生活は明るくなりますね（＾－＾） 

当店ではプリザーブドフラワー、生花販売、花の

一輪売り、花束の注文販売、アレンジ用の小物販

売、フラワーアレンジ教室を開講しています☆ 

事前予約制で毎日受付しています☆ 

詳しくはお電話、来店にてお気軽にどうぞ☆ 

 

フラワーガーデン花梨 
 【住所】 
 豊田市大清水町大清水180-7 
【電話番号】 
 0565-44-1460   
【営業時間】 
  10：30～19：30 
【定休日】 
  日曜日※不定休有 
 http://flowergardenkarin.com 

女性スタッフの方が切り盛りしてるということで店内も
優しい雰囲気（＾ѡ＾）特に女性におすすめです（^^）
♪ 

       け  
拉麺 みやち家 

【住所】 
  安城市箕輪町唐生158-1 
【電話番号】 
 0566-72-0133  
【営業時間】 
11：30～15；00 18：00～22：00 

【定休日】 
 月曜日定休※カレンダーにより 

 営業する場合有り 

醤油坦々麺☆ 750円 チーズ坦々麺☆ 850円 

おすすめは坦々麺です★坦々麺の種類も豊富☆ 

赤坦々麺は白ゴマのコクがクセになります♪ 

黒坦々麺は黒ゴマ風味であっさり味♪ 

1辛～5辛 辛さはどこまでも辛くできます！ 

チャーシューも人気です（*^_^*）♪ 

ラー油とマッチ！ 
自家製ラー油と甘辛ミンチで 

ヤミつきの味♪ 

完成（*^_^*） 

先生と生徒さん♪ 
赤ちゃんも一緒で癒されますね★ 

キレイ！！ 

プレゼントにおすすめ★ 

Ｑ ＆ Ａ 

チーズがとろ～りで 

三河 
商事 

コ ナ ー ー 

 第一弾 

① 大工さんからの紹介です♪  

  （三河商事さんのことは）昔から知っています♪ 

② プリザーブドフラワーがおすすめです♪ 

① 知人の紹介で使うようになりました☆ 

② チーズ坦々麺、醤油坦々麺が特におすすめ☆ 

  来店お待ちしています☆ 

質問① 三河商事のガスを使うようになったようになったきっかけ 

質問② おすすめ商品 

フラワーガーデン花梨 

3000円以上お買い上げのお客様5％off 

2011年2月末日まで有効 

※コピー・他券併用不可 

1枚で1名様使用可 

拉麺 みやち家 
100円引き 

2011年2月末日まで有効 

※コピー・他券併用不可 

1枚で1名様使用可 

三河 
商事 クーポン 

クーポン 

フラワーガーデン花梨 拉麺   みやち家 
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