
快適生活

（滋賀県内8位）
開花予想 3/26 満開予想 4/2

開花予想 3/26 満開予想 4/2

（滋賀県内3位）
開花予想 3/27 満開予想 4/2
2018年4月1日～20日彦根城桜まつり

（滋賀県内1位・全国11位）
開花予想 4/4 満開予想 4/9
4kmにわたり咲き誇る約800本の桜並木が美しい。
琵琶湖上から桜を眺められるお花見船も運航する（要予約）。

（滋賀県内2位）
開花予想 4/5 満開予想 4/9

2018年4月14日・15日（日程予定）さくらまつり

（滋賀県内5位）
4月上旬～4月中旬

（滋賀県内6位）
開花予想 3/28 満開予想 4/2

（滋賀県内9位）

（滋賀県内10位）
開花予想 3/28 満開予想 4/4

（滋賀県内11位）
開花予想 3/30 満開予想 4/6
約1.5kmの道路が約1000本の桜で彩られる

4月上旬～4月中旬

（滋賀県内14位）
開花予想 3/27 満開予想 4/4

（滋賀県内19位）
開花予想 3/30 満開予想 4/5

4月上旬～4月中旬
2018年4月12日～15日山王祭

（滋賀県内16位）
開花予想 3/30 満開予想 4/5

開花予想 4/1 満開予想 4/6
約6キロにわたって桜並木となります。

（滋賀県内4位）
4月中旬～5月上旬

（滋賀県内20位）
開花予想 3/31 満開予想 4/6

（滋賀県内13位）

（滋賀県内7位）

（滋賀県内21位）

4月上旬～4月下旬



我が家の顔でありお客様を迎える大切な場所でもある玄関。
ドアが変われば家の表情も変わります。
快適性や安全性、利便性など暮らしやすさも変わるのが
ドアリフォームのメリットの1つです。
壁や床などの工事が不要な「ＳＲカバー工法」なら約半日から
1日で新しいドアに変わります。
豊富なデザインがある玄関ドアでお気軽にリフォームしませんか？

Ｂｅｆｏｒ Ａｆｔｅｒ

この工法が出来て
から何件か玄関リ
フォームをさせてい
ただいてます

Ｂｅｆｏｒ Ａｆｔｅｒ

ドア

引き戸



餃子フェス
開催期間 5月2日（水）～6日（日）
開催場所 大阪城公園
ご当地餃子をはじめ、皮や餡などにこだわる「職人系餃子」、
ビールとの相性抜群「肉汁ハンパない系餃子」、餃子ブームの
火付け役「おしゃれバル系餃子」という４つのカテゴリがスタンバイ。
バリエーション豊富な餃子が楽しめる。

水口曳山祭
開催期間 4月19日～20日
開催場所 甲賀市 水口神社
保年間に宿場町の町民の粋により大きく発展を遂げた
曳山祭で、県内最多の16基の曳山が現存しています

長浜曳山まつり
開催期間 4月13日～16日
開催場所 長浜市 長濱八幡宮 ほか市街地一帯
日本三大山車祭の一つで、400年以上の伝統を誇る
「長浜曳山まつり」が長濱八幡宮ほか市街地一帯で
開催されます しがらき駅前陶器市

開催期間 4月28日～5月6日
開催場所 信楽駅前広場

天然記念物「ほんしゃくなげ群落」
開催期間 4月28日～5月6日
開催場所 日野町 しゃくなげ渓
鎌掛谷の赤松の多い斜面約4万平方mに群生するホンシャ
クナゲが、例年4月下旬になると美しい花を咲かせます

肉フェス OSAKA 2018
開催期間 4月27日(金)～5月6日(日)
開催場所 長居公園
全国各地の有名ブランド牛や普段なかなか
お目にかかることができない希少部位メニュー
などが多数登場

FOOD SONIC 2018 in 中之島
開催期間 4月28日（土）～5月6日（日）
開催場所 中之島フードソニック特設会場
食べログ3.5点以上の飲食店が集結する関西
最大級のフードフェス

第3回 京都アメリカンフードフェス2018
開催期間 4月28日（土）、29日（日）
開催場所 京都市国際交流会館
京都から選りすぐりのアメリカンフー
ドを発信するグルメイベント

SAKE Spring 2018
開催期間 4月28日（土）、29日（日）
開催場所 国立京都国際会館 イベントホール
東北から九州にいたるまで、実力派の約60蔵・200銘柄
以上の日本酒が並びます。
加えて、梅酒やゆず酒などの果実酒、さらには甘酒なども登場！
いま味わうべき全ての日本酒が集う。また、京都・奈良の人気レ
ストランによる、“No.1おつまみ”を決める「おつまみグランプリ」も同時開催！

第4回 スイーツEXPO in 万博公園
開催期間 5月3日（木）～6日（日）
開催場所 万博記念公園
ケーキやソフトクリーム、ドーナツ、プリンなど
が一堂にそろいます。
会場ではカレーの祭典
「第5回カレーEXPO」も同時開催。

第16回タイフェスティバル 大阪2018
開催期間 5月19日（土）、20日（日）
開催場所 大阪城公園
会場には約30のタイ料理店が出店し、カオソーイ
やパッタイといったタイの郷土料理を販売。
タイのフルーツ、雑貨などを扱うブースも並ぶ。

第32回ひめじぐるめらんど
開催期間 4月6日（金）～8日（日）
開催場所 兵庫県姫路市 大手前公園
姫路を中心とした播磨地域食品会社などによる
名産、特産品や食の販売が行われます。

ロハスフェスタ万博2018spring
開催期間 4月20日（金）～22日（日）、27日（金）～30日（日）
開催場所 万博記念公園
作り手の想いのこもった手作り雑貨、アンティーク、グリーン、
フラワー、優しいグルメ、環境のコトを楽しく学べる仕掛けなど、
たくさんのお店が出展。

関西の食のイベントが盛りだくさん！！

滋賀のイベント 八幡まつり
開催期間 4月14日～4月15日
開催場所 日牟禮八幡宮
1000年以上の伝統を誇る祭礼。



味の素 【夜九時のひとり呑み】

・豚の角煮
・れもんカルビ
・よだれ鶏
・ヤンニョムチキン
・にんにく空芯菜
・揚げ茄子の煮浸し

〒522-0341

滋賀県犬上郡多賀町多賀１５２２－１

島﨑工務

ＴＥＬ 0749-48-0077

ＦＡＸ 0749-48-0112

ホームページ http:／／ｗｗｗ．ｓｈｉｍａｚａｋｉｋｏｕｍｕ．ｃｏｍ

Ｅ－ｍａｉｌ sima0077@leto.eonet.ne.jp

Ｌｅｔｔｅｒ ｍａｉｌ ｙｕｍｉ－ｌｅｔｔｅｒ＠ｄｏcｏｍｏ．ｎｅ．ｊｐ

ご興味のない方は配信を中止させていただきますのでｙｕｍｉ‐ｌｅｔｔｅｒ.ｄｏｃｏ

ｍo.ｎｅ．ｊｐかFAXの方へ名前だけでも結構ですのでご連絡をお願いします。

えびとたけのこの揚げパン

材料（4人分）
むきえび 150ｇ
背脂 20ｇ
たけのこ 50ｇ
そら豆 20粒
ベーコン 2枚
サンドイッチ用食パン 6枚
片栗粉 適量
塩・こしょう 少々

1. 【下準備】たけのこ、ベーコンは細切りにする。そら豆はさっと塩茹でし、
薄皮をむく。

2. むきえびを粗みじん切りにしたら背脂を加えて包丁で叩き合わせ粘り
を出す。

3. たけのことそら豆に片栗粉を絡める。

4. ボウルに2と3とベーコン、塩、こしょうを入れてよく混ぜ合わせる。

5. パンの片面に片栗粉をつけ、その上に4を適量のせて半分に折って
挟む。

6. 5を皿にのせ、ラップをせずに電子レンジで1分加熱する。

7. 6を180℃の油で揚げる。

6種類が発売されていて美味しさ

の秘密は調味液と具材が別々に
なっていて家で電子レンジで温
めることで調理が完成する。

日本水産 【おうちおつまみ】

「家飲み」向け、おつまみの冷凍食品が続々と登場

日本ハム 【今夜は家飲み！】ニチレイ

インテリアとして楽しむ植物標本「ハーバリウム」
色とりどりのドライフラワーが澄んだ液体とともに瓶詰めされたインテリア雑貨、「ハー
バリウム」をご存知でしょうか？水やりや日当りなどを気にせず、綺麗なお花やグリー
ンを気軽に楽しめるアイテムとして人気を集めています。水中にふわふわと揺れるカラ
フルなお花は、癒し効果も抜群。

ハーバリウムとは植物標本の意味です。
ハーバリウムはプリザーブドフラワーやドライフ
ラワーを専用のオイルに浸すことにより、みず
みずしい状態でお手入れなく、長くお花を楽し
むことのできる新感覚のインテリア雑貨です。

植物を育てることが苦手な私でもこの花はお手
入れもしなくてもいいので気軽に楽しめます。
母の日のプレゼントにもいいですね。
自分でも作ることができるそうです。

冷凍食品で自宅でお酒のおつまみにできる商品が増えています。
お酒をコンビニやスーパーで買って自宅で飲む「家飲み」が定着してきています。
消費税増税で節約志向が強まるとさらに人気が出てきそうです。


