サーモンのマリネ
ヨーグルトとフルーツのソース
材料4人分

お刺身用サーモン･････ 200ｇ
オレンジ･････････････1/2個
グレープフルーツ･･････1/4個
グレープフルーツルビー･･1/4個
柿･････････････････ 1/2個
ミニトマト･･････････････ 2個
パセリ････････････････ 1枝
プレーンヨーグルト･････ 200ｇ
牛乳･･･････････････大さじ3
塩･･･････････････････少々
EXオリーブオイル････ 大さじ2

鶏肉とキノコのクリーム煮
バターライス添え

チーズのムース
リンゴのキャラメルを添えて

材料4人分

〈マリナード〉
プレーンヨーグルト
･･･200ｇ
塩････････････10ｇ
グラニュー糖･･･ 30g
粒白胡椒･････10粒

材料4人分
〈バターライス〉

鶏もも肉･････ 600ｇ

白ワイン･･大さじ3

玉ねぎ････････ 1個

塩、
胡椒････適量

米･････････ 2合

お好みキノコ･･300ｇ

ローリエ･････1枚

玉ねぎ････1/2個

無塩バター････ 30g

パセリ･････ 少々

無塩バター･･30g

薄力粉･･･････ 20g

サラダ油･･･ 適量

塩･････････少々

牛乳･･･････ 250cc

スキムミルク

生クリーム･･ 200cc

･･･大さじ1

作り方／調理時間35分
鶏肉とキノコのクリーム煮の作り方
1 鶏肉を食べやすい大きさにカッ
トして塩、胡椒をする。
2 玉ねぎはスライス、
キノコも適当にカットする。
3 フライパンにサラダ油を引き、
鶏肉を皮から焼く。

作り方／調理時間10分
（漬けこみ時間を除く）
1 マリナードをすべて混ぜ合わせてサーモンを漬け込む。
2 フルーツを全てカッ
トし、塩、
ヨーグルト、牛乳と和える。
3 ①のマリネしたサーモンを軽く洗い、
水気を切って薄く切る。
4 皿に②と③を盛り付ける。
5 カッ
トしたミニトマト、
パセリのみじん切りを添え、
オリーブオイル

をかけて出来上がり
！

4 焼き色がついたら白ワインを入れる。

同じフライパンにバターを入れて玉ねぎを炒める。
5 鶏肉を取り出し、
6 ある程度炒めたら薄力粉を入れ、
さらに炒める。
7 キノコを入れる。
8 牛乳を2〜3回に分けて入れる。
9 一度沸騰したら、
取り出した鶏肉を戻し入れ、
ローリエを入れて軽く

煮込む。

10 仕上に生クリームを入れ、
再度沸いたら塩胡椒で味を調える。
11 皿にバターライスと鶏肉を盛り付け、
パセリを振って完成。
バターライスの作り方
1 炊飯器に米、
みじん切りにした玉ねぎ、
バターを入れる。

〈チーズのムース〉
スキムミルク･････････ 30ｇ
水･･･････････････150cc
クリームチーズ･･････ 300g
グラニュー糖･････････20ｇ
板ゼラチン････････････ 5ｇ
白ワイン･･･････････ 40cc
水････････････････ 40ｃｃ
バニラエッセンス･･ 2〜3滴
レモン汁････････････ 少々

〈リンゴキャラメル〉
リンゴ･････････････ 1個
無塩バター･････････15g
グラニュー糖･･･････ 50g
生クリーム･･･････100cc
レモン汁････････ 小さじ1
ミント又はセルフィーユ
･･･4枚

作り方／調理時間15分
（冷やす時間を除く）
チーズのムースの作り方
1 ボウルにスキムミルクと水150ccを入れ、
よく混ぜる。
2 水40ccと白ワインを鍋に入れて沸騰したら、
戻したゼラチンを入

れて溶かす。

3 ①に②を入れてよく混ぜ、
粗熱を取る。
4 室温に戻したクリームチーズにグラニュー糖を入れ、
よく混ぜる。
5 ④に③を少しずつ入れ、
よく混ぜる。
6 ⑤にレモン汁、
バニラエッセンスを入れて冷蔵庫で冷やし固める。
リンゴのキャラメルの作り方
1 リンゴの皮をむき、
くし形に切る。
2 フライパンにバターを入れ、
リンゴを入れる。
3 グラニュー糖を加え、
リンゴに色がつくまで焼く。
4 濃いめのキャラメル色になったら、
レモン汁と生クリームを入れ

煮詰める。

2 炊飯器のメモリまで水を入れる。

仕上げ

3 スキムミルクと塩を加えて炊く。

ムースとリンゴを盛り付けミントなどを飾る。

1・2・3・4・5 卓にお座りください

MEMO
cantine SEL オーナーシェフ

黒滝 祐輔 シェフ
1977年北海道芦別市生まれ。
cantine SEL
（カンティーヌ・セル）
は、
カジュアルフレンチが楽しめるすすきの
にある小さなお店です。
cantine SEL

住所／札幌市中央区南3条西5丁目14 三条美松ビル 3F
TEL ／011-215-0160
営業時間／17:00〜24:00
定休日／日曜日

新型コロナウィルス感染拡大対策について
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、
３密
（密閉、密集、密接）
を避け、下記の通り飛沫感
染予防、接触感染予防に留意し、自己への感染を回避するとともに、他人に感染させない
ように徹底します。ご参加いただく皆様が安心してご参加いただけるように取り組みます
ので皆様のご理解ご協力をお願いいたします。

手を洗う
アルコール消毒

手 洗い・アルコー
ルをしましょう。

マスクの着用

参加者同士の
距離の確保

必ずマスク着用、
咳エチケットをお
願いします。

参加者同士距離を
とって着席してい
ただきます。

部屋の換気

本日のレシピ
定期的に部屋を換
気します。

2022.10.30

せき、熱等の症状がある方は参加をお控えいただきます。

本日のスケジュール

レモンラッシー

お名前
材料2人分
牛乳････････････････････････････ 400ml
レモン果汁･････････････････････ 大さじ3
砂糖
（またはオリゴ糖）
････････････ 大さじ3
作り方
（またはボウル）
にすべての材料
1 ピッチャー
を入れ、よく混ぜる。
2 グラスに注ぎ分ける
（好みで氷を浮かべる）
。

ポイント

よく冷やした牛乳とレモンを使うこ
とがおいしく作るコツです。甘さは
お好みで調整してください。

10：30

開会

10：35
11：25
12：25
12：45

デモンストレーション 黒滝 祐輔 先生
ママ料理実習開始
ママランチタイム
牛乳のおはなし

北海道牛乳普及協会 管理栄養士 富居 紗彩

13：00 閉会

あとかたづけ

領 収 書
一金

5 0 0 円也

ミルクが応援! 託児付き料理教室会費として上記の金額正に領収いたしました

【主催】

レモンに含まれるクエン酸の「キレート作用」
に
より、体に吸収されにくいカルシウムが吸収さ

クエン酸

カルシウム

協賛：ポッカサッポロ北海道株式会社

株式会社 ブレナイ社 代表取締役

野呂 貴弘

野呂

令 和 4 年 1 0月 3 0日

れやすくなります。

乳製品レシピやイベント情報がいっぱい！ 北海道牛乳普及協会

