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今年の夏も暑いので皆さんお気を付けくださいね！
皆さんこんにちは、ダイエッター佐々木ですｗｗｗ

日に日に暑くなり、冬生まれの私にはちょっと辛い時

ここ最近、忙しさを理由にニュースレターをサボって

期です・・・(´；Д；̀) 事務の高橋です。

おります(汗)そしてダイエットも一旦終了です(笑)こ

梅雨も明けましたが辛い今日この頃ですヽ(´Д`)ﾉ

ちらは 3 月３日に開始して、特別な運動もせず、3 食そ

息子は重機や乗り物が大好きで、ゴールデンウィーク

れなりに食べて酒も飲んで−12 ㎏なんで、まあ成功か

に消防車と救急車がショッピングモールに来て消防士

と…。ただ、ダイエットを開始してある程度体重が落ち

さんの制服を着て写真を撮ったり、消防車と救急車に乗

て気付く事が１つ２つ！まず１番感じたのが、ダイ

れるというイベントがあったのですが、それが楽しかっ

エットしてる事を知らない人は病気を疑って、他の従

たみたいで「また消防車乗りたい！」といつもアピール

業員や職人にコソッと聞くらしいです…「専務、病気し

をしています(笑)

たが⁉」と(笑)まぁ４０代も半ばに差し掛かれば、急激に

そんな息子ですが先日保育園からのお便りと一緒にく

痩せればそうなりますよねー。２つ目が、痩せすぎると

しゃくしゃになったチラシが・・・。見てみたら重機な

貧乏くさいらしいです(笑)恰幅良くても何のメリット

どに乗れるイベントのお知らせでした( ﾟ ω ﾟ )

もないと思ってましたが、ある程度幅がないと駄目ら

開催期間が夏休み期間の土日ということで混みそうで

しいです…って何がダメなのか知りませんが(笑)トニ

すがチラシをくしゃくしゃにするほど行きたそうなの

カク貧乏くさいと…。太ってれば太ってるで、チビデブ

で頑張って連れて行こうと思っています！どうか暑く

だの出川みたいだの言われますが、痩せたら痩せた

ならないでほしい・・・！（無理）

で…。以前は「見た目なんて関係ねー」って言えてまし

今年は猛暑と言われているので夏バテにならないた

たが、それこそ中年になるとある程度の社会や人の目

めにも三食しっかり食べる

を気にしなければ…ってのも根拠ないし、若くても気

ようにしたいと思います！

にして過ごすのが一番ですよね。まぁ何でもそうです

みなさんも夏バテや熱中症

が、急激な身体の変化は何においてもヨロシクないと

にはお気を付けください

言う事。リバウンドに気を付けて頑張ります！！

ね！

事務・高橋

本格的にやりたい方は自分専用のも
シュノーケリングは、美しい海

みに、その後のランニングコスト
スポーツです。同じマリンスポー

★ドライフードとウェットフード★

は、海に行くための移動費だけで済
ツのスキューバダイビングは、酸

夏休みに海に行った時に……とい
の取得が必要ですが、シュノーケリン

ず楽しむことができるようになりま
水中マスク・シュノーケル（水中か

す。日焼け対策にもなりますね。
ら海面に出して使う吸排気用の棒）・

ペ ッ ト フ ー ド を 選 ぶ 際 ︑﹁ 栄 養
面﹂﹁歯石がつきにくい﹂﹁腐敗しに
くい﹂
﹁コストパフォーマンスがい
い﹂などの理由でドライ フードを
選ぶ方が多いと言われて います︒
ただ︑ドライフードだけ では水分
不足になりがちというデ メリット
もあります︒水分が足り ないと泌
尿 器系 の病気 にかか りや すい の

ますので︑工夫しましょう︒

ばかりでは歯石の心 配も出てき

ともあります︒やわ らかいもの

フードを食べなくなって しまうこ

え る度 合いが 高過ぎ ると ドラ イ

間に飛んでくるほど︒そのため︑与

嗜好性が高いので︑缶を 開けた瞬

す︒ウェットフードは匂 いが強く

る よう にする ことを お勧 めし ま

で︑ペットの体調を見な がら与え

ペットと暮らそう♪

のを準備すると良いでしょう。ちな

シュノーケリング
を楽しめるとても手軽なマリン

素ボンベを背負って深いところを散

みますから、釣りなどよりは安価で取
策するものなので、訓練やライセンス

り組める海の趣味と言えます。

グは免許などは不要で、「泳げない」

うのも良いきっかけになりますが、も
「ちょっと海が怖い」という方でも、

し、三点セットに加えてウェットスー
浅瀬で十分楽しめるのものです。

ツまで準備できれば、季節にかかわら

フィン（足ひれ）の三つがあれば誰で

インストラクターが引率してくれ
も始められます。レンタルできる施設

るツアーもあるので、初めはそういっ
もありますが、1 万円前後ですから、

たものを活用すると良いでしょう。

★公共料金をカード払いに★

電気代︑ガス代︑水道代︑固定電話

使 用料︑ 携帯電 話使用 料︑プ ロバ イ

ダ ー使用 料︑新 聞代な どの公 共料 金

は︑かつては口座引き落としや振

込みが一般的でしたが︑今ではほ

とんどがクレジットカードでの支

払いに対応しています︒

カード 払いな ら年間 でかな りの ポ

イントを獲得することができます︒ま

た︑すべての明細を一元管理すること

ができるため︑管理がしやすいという

メリットもあります︒

ただし︑電力・ガス・水道会社によっ

ては﹁口座振替割引﹂などを行ってい

るところもあり︑カード払いをするよ

り もお得 なケー スもあ るので 事前 に

確認してみましょう︒

〜目の下のクマを防ぐ〜
目の下にできるクマは主に次の３つがあります。

良などが原因によって青く見えるクマです。普通、

それぞれの予防・対策をご紹介しましょう。

睡眠不足でクマができちゃったという時は、この青

①茶クマ：メラニンや色素沈着、また角質肥厚が原

クマ。睡眠時間の確保や眼精疲労を解消することが

因で茶色く見えるクマです。日焼け止めや紫外線対

最適の改善法ですが、ホットタオルで優しく目元を

策を行うことが大切です。ビタミン C が多く含まれ

温めるだけで血行が良くなり解消する場合も。

る食べ物を意識して摂取してください。

いずれも生活習慣やスキンケアを少し意識する

②黒クマ：ハリ・弾力が低下し、たるみができるこ

ことで予防できますので、ぜひお試しください。

とによって黒く見えるクマです。エイジングケア用
のアイクリームなどを活用していきましょう。加齢
とともに目立ちやすくなるため、早い段階からハリ
や弾力をキープするためのスキンケアや生活習慣
の見直しを行ないましょう。
③青クマ：睡眠不足などにより目の周りの血行不

から
まで

夏の喪服
喪服は、基本的に男性はブラックスーツ・白シャ

ちんと効いていますから、汗だくになるということ

ツ・黒のネクタイ、女性も黒のワンピース・黒のスー

はないと考えられます。移動中や、お葬式などが終

ツなど、ほぼ全身黒のスタイル。黒紋付（着物）が選

わった後は、半袖になっても問題はありません。

択肢に入る方もいるでしょう。
男性は、暑い季節だからと言って上着を脱いで白
シャツで斎場に行くのはマナー違反とされていま

靴は黒い革靴がベストです。華美な装飾や光沢を
抑えたものを選びましょう。また、どんなに暑くて
も、靴下はきちんと履くのがマナーです。

す。斎場に向かう道中は脱いでいたとしても、会場に

女性は上着のないワンピースタイプもあります

入るときには上着を着ましょう。斎場内は冷房がき

し、半袖のものも購入できますが、できるだけ肌の露
出が多いものは避けます。どうしても暑い場合は、
半
袖にレースのような薄手の上着を羽織ると良いで
しょう。炎天下であっても、きちんとストッキングを
履き、つま先が見えるタイプの靴は避けましょう。
但し、子どもの場合は半袖でも問題ありません。
制
服がある場合はできるだけ制服（校則に準じるもの）
を着用し、ない場合は色合いの落ち着いたものを選
んであげましょう。

【お葬式のマナー。夏の服装はどうしたらいい？】 https://syukatsulabo.jp/article/5427

これで今夜のおかずはおまかせ！

「かぼちゃ」の名前の由来

【参考】キッコーマン ホームクッキング

https://www.kikkoman.co.jp/homecook/

かぼちゃは世界中で栽培されており、品種はたくさんあります。日本において「かぼちゃ」の名前の由来は、
東南アジアの国名「カンボジア」と言わています。戦国時代、徳川家康が生まれたとされる１５４２年（天文
１１年）に、ポルトガル人が種子島に漂着した際、鉄砲とともにカンボジアから
持ち込まれたものが伝わったとされています。やがて、ポルトガル語でカンボジ
アを表す「Camboja」がなまって、かぼちゃと呼ばれるようになったというの
が定説です。ちなみに日本では、英語なら「pumpkin（パンプキン）」と表され
ますが、パンプキンは特に皮がオレンジ色の品種を示すそうで、その他の品種は
「squash（スクウォッシュ）」と呼ばれるそうです。日本のかぼちゃは、パン
プキンではなく、ほとんどスクウォッシュです。

＜今月のヒント＞ トイレのバリアフリー

トイレをバリアフリーにする

するなら便器側方には１メート

イプにしましょう。また、廊下と

ルのスペースが必要です。また、

の段差をなくすとつまずき防止

便器後方に２０センチ以上のス

になり、車イスの出入りも楽にな

ペースを確保しておくと後ろか

ります。

らの介助が楽になります。

には、まずは「動きやすさ」がポ

「スムーズな出入り」も大切で

イントです。便器の前方に５０セ

す。出入り口が８０センチ以上あ

ンチ以上のスペースがあると立

ると、介助者を伴っての出入りや

ち座りがラクになります。介助者

車イスでの出入りが楽になりま

が横に立って介助することを考

す。中で人が倒れるなどの緊急事

えると、便器の側面にも５０セン

態を想定すると内開きドアは危

チ以上のスペースがあると理想

険です。外開きか引き戸のドアに

的です。車イスでの使用まで考慮

して、鍵は外からも開閉できるタ

これからの時期エアコンを使う機会が増えていきますね。特に今年は猛暑と言われているので、ついつい設定
温度を低めにしてしまう方も多いかも知れません。ですが冷房の使いすぎはかえって冷房病になってしまう危険
性があります。では冷房病とはどのような症状なのでしょうか？
夏に人間の体は毛細血管を広げ熱を逃がしやすいように変化します。しかし更に冷房で体を冷やしてしまい体
に自律神経に乱れが生じ不調をきたすことを冷房病と言います。冷え性とはまた違う症状になります。冷房病の
症状は足腰の冷え、だるさ、肩こり、食欲不振、下痢、不眠、神経痛など様々です。
予防策としては、設定温度を２５〜２８℃に設定し下げ過ぎない。その他に直接肌に風が当たらないように
カーディガンやひざ掛けなどで工夫すると良いでしょう。このほかに体の内部や足首を冷やさないように薄手の
腹巻やレッグウォーマーを着用するといいでしょう。
食事や飲み物もついつい冷たいものを食べてしまいますが、それだと内部から体
を冷やしてしまいます。三食きちんと摂り、温かい食べ物や飲み物、唐辛子、玉ねぎ、
にんにく、
カボチャ、チーズなどの体を温めてくれる食べ物を積極的に取るようにし
ましょう。
あとは適度に運動をし、
ゆっくり入浴し汗をかき、
しっかりと睡眠をとりストレスを
溜めないように気を付けましょう。
気温が高すぎない時は除湿モードにするだけでも快適に過ごせる場合がありま
す。なるべく冷房モードを使用せず除湿モードで過ごせると良いですね。

暑い時期料理をするのも大変ですよね・・・。そんな時に火を使わず簡単に楽に作れるレシピをご紹介いたします★

野菜の美味しい季節！夏野菜のラタトゥイユ 作り方
1、深めの耐熱容器に野菜を一口大に切ったものを入れる

材料
トマト大 1 個

2、塩とオリーブオイルを回しかける

ズッキーニ 1/2 本

3、ラップをして７００ｗで 5 分温める

かぼちゃ 100 ｇ パプリカ（黄または赤）1/2 個
たまねぎ 1/4 個

塩小さじ 1/2 〜 1 弱（お好みで） ４、一度取り出して混ぜて 3 〜 5 分温める
５、味見をして塩が足りなければ足して出来上がり

オリーブオイル 大さじ 2

作り方
1、鶏肉を皮を外側にしてくるくる巻いてタコ糸で縛り

レンジで簡単！鶏チャーシュー
おつまみにも！

フォークを刺し皮に数か所穴を空ける。
2、耐熱のボウルに残りの調味料を全て入れ軽く混ぜ鶏肉

材料

を中心に入れ、クッキングシートを落し蓋代わりかぶせ

鶏モモ肉 1 枚

みりん・酒各大さじ２

しょうゆ大さじ３

はちみつ大さじ 1

すりおろし生姜・すりおろしニンニクひとかけ分

ラップをふんわりかけ 500w で 3 分加熱
3、上下をひっくり返しもう一度 3 分加熱
4、竹ぐしを刺し透明な肉汁が出たら袋に汁ごと入れて入
れ冷めるまでおいて味を染み込ませ出来上がり
（加熱が足りないようなら様子を見ながら 1 分ずつ加熱）

夏にさっぱり！生姜の酢の物

作り方

材料

1、キュウリを薄切りにし分量外の塩で塩もみする

トマト大 1 個

きゅうり 2 本

2、わかめを水で戻し、トマトは一口大に切る

乾燥わかめ３ｇ すりおろし生姜小さじ 1

3、キュウリを水にさらし水気を絞る

砂糖・酢各大さじ 2 と 2/1

４、材料をすべて混ぜ合わせ冷蔵庫で 30 分以上冷やして
出来上がり

出典：クックパッド

今月も、私たちの作ったニュースレターを
ご覧いただきましてありがとうございました。
来月も一生懸命作ります。お楽しみに！

