
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１２月９日（日）誉田公民館にて『あそび塾ベーカリー』が開催さ

れました。「パンにのせたり、はさんだりしたいものがあったら持っ

てきてね。」と言ってあったので、ソーセージやコーンやチョコなど

いろいろなものを持ってきた子が多く、みんなのパン作りへの

が感じられました。一番ユニ－クだったのが、こうすけくんの酒のつ

まみの「チーズたら」でした。「おいしそう！！」と女の子

まってきて、こうすけくんらしい発想に感動しました。

 

 

また長菅さんが持参してくれた「ミキシング機」も朝から

フル稼働で９００グラムの小麦粉
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なメロンパンが次々と出来上がっていきました。
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です。カレーの他にも、カスタードクリーム・チョコ
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コロネを焼くときに巻く器具も購入する
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