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梅雨のじめじめにも負けず過ごしたい・・・！
サッカーＷ杯観戦で寝不足の日々が続いておりま

最も苦手な時期がやって来ました・・・。事務の高

す…ニワカサッカーファンの SK 佐々木です(笑)

橋です。ここ数日夏でもないのに暑い日が続いて嫌だ

ニュースレターの締め切りを大幅に過ぎた６月 26 日

な〜と思っていましたがそれに湿気が加わるとサウ

時点で１勝１分…誰が予想したでしょうか！？「忖度

ナ状態になってなかなか辛いものがありますよね・・・

ジャパン」の快進撃！！ただ、グループリーグＨ組の

(;´･ω･̀) この時期でも熱中症になることがあるので

１位にいると言っても３戦目の結果次第では敗退も

皆様気を付けましょう・・・！

あり得る状況なので安心はしていられません。明後日

さてさて以前イベントにていただいたサポテンを

の３戦目は午後１１時キックオフ、家で一人興奮して

会社で育てているのですが当初は「水そんなに上げな

観戦していることと思いますが、試合終了と同時に歓

くていいし楽だ〜ヽ(●´Д`●)ﾉ 」と調子に乗ってい

喜の雄たけび上げたいです(^^♪しかし、ニワカサッ

ましたがそんなことなかったです(笑)水あげないなら

カーファンではありますが、今回のＷ杯は日本以外の

あげないで心配になってしまったのと鉢の中の土を

試合もホント面白い！弱小と言われるアジアのチー

こぼしてしまったのをきっかけに別の鉢に植え替え

ムやアイスランドなど強豪国ではないチームの試合

て栄養剤や活力剤をあげて色々メンテナンスをして

が熱い！実力で劣る国が強豪国に一泡吹かせようっ

みました。

て感じではなく、日本含めガチでグループリーグ突破

色々あげすぎて根腐れしないか心配だったのですが

を狙って戦っている姿はムネアツです！特にイラン

そんなこともなく新しいとげを出しながら少しずつ

はスペイン、ポルトガル２強のグループで、あと一

大きくなっているようで良かったです・・・！

歩ってところまで両国を苦しめた姿は素晴らしス！

梅雨 時期は 体調を 崩 さ

ただ、現実的にアジアでグループリーグ突破できそう

れ る方 が多い ような の で

なのは日本だけ（韓国とオーストラリアは３戦目の勝

皆 さん 無理せ ず体調 管 理

利+他力本願）なので、ほんとポーランドとの３戦目は

に 気を 付けて くださ い ね

勝ち点ゲットで決勝トーナメント行くぞ！ ＳＫ 学

(◎´∀̀）

事務・高橋

配の方が多いというイメージですが、
俳句といえば、「古池や蛙飛び

★猫の分離不安症

県松山市で毎年 8 月に開催される、
蕉が真っ先に連想されますね。高

高校生を対象にした全国高校俳句
尚で難しそうというイメージを

選手権大会）が開かれるなど、若い人
持っている人は少なくないでしょう。

たちにも注目されています。
しかし、俳句を１７文字の言葉遊び

俳句のルールは「季語を入れる」
と考えれば、ずいぶん印象が変わりま

「五・七・五の文字数で書かれている
せんか？

ル）に参加してみると良いでしょう。
また、俳句が趣味という方にはご年

分離 不安症とは︑ 動物が飼い 主
から離れた際や︑離れる ことが分
かった時点で不安や苦痛 を感じ︑
さまざまな問題行動を起 こすもの
です︒一般的には群れで 暮らす犬
のほうが発症しやすいと 言われま
すが︑猫でも見られます︒飼い主の
姿が見えなくなると︑大 きな声で
鳴き続ける︑暴れて物を壊す︑トイ

育てるようにしてみましょう︒

かけないなどで︑猫 の独立心を

ぎない︑外出前と帰 宅時に声を

ることがあるようです︒ かまいす

ようになったことが原因 で発症す

始めて長時間留守番をさ せられる

緒に過ごしていた飼い主 が仕事を

習慣化する面があり︑こ れまで一

本マイペースな猫ですが ︑行動を

レ以外の場所に排泄する など︒基

ペットと暮らそう♪

最近では、通称「俳句甲子園」
（愛媛

俳句
込む水の音」などで有名な松尾芭

「世界最短の詩」とも言われる俳句

こと」という二つですし、どこかの団
は、本来はとても自由な発想で作るこ

体や教室に所属しなくても、季語辞典
とができるものなのです。短い言葉の

さえあれば個人で気軽に始められま
中に自分の描いたイメージを凝縮す

す。「本格的に俳句を勉強してみた
るという作業を楽しめば、想像以上の

い！」という方は、俳句講座や俳句の
面白さを体験できます。

「結社」（同好会やグループ、サーク

★節約に効果的な食材６選★

節約に 効果的 な食材 を６つ 紹介 し

ます︒

①もやし︑②豆腐︑③鶏むね肉︑④た

まご︑⑤こんにゃく︑⑥ホットケー

キミックスです︒

いずれも価格が安く︑様々な料

理 に使い やすい という メリッ トが あ

ります︒①〜⑤は炒め物︑煮物︑汁物

の具までバリエーションがたくさん︒

④に限っては︑一個十円程度ですが︑

ゆ でたま ごにす れば一 〜二個 でも お

腹 がいっ ぱいに できる メリッ トが あ

ります︒⑥は工夫次第で︑チーズケー

キやドーナツ︑バームクーヘンなどの

お菓子を作ることができますね︒

コスパ抜群のこれらの食材で︑楽し

くレシピを考えてみませんか？

〜顔の筋トレ〜
ほうれい線・目の下のたるみ・二重あご・口角の

また、鼻の下の長さも見た目年齢を大きく左右す

下がりといった顔のお悩みには、表情筋のセルフト

る部分です。加齢とともにたるんで伸びてくると言

レーニングが効果的と言われています。

われるので、手であごを押さえて動かないようにし

まず簡単に取り組める方法。それは、思いきりほ

て、上唇だけを動かすというエクサイズをやってみ

おを引き上げ、10 秒キープするというものです。上

ましょう。難しければ、最初は唇を突き出して「ピ

の歯が 8 本見えるようにするのがコツです。これ

ヨピヨ」と言いながら唇を動かしてみます。1 回 30

は、見た目に大きく影響する大頬骨筋や小頬骨筋、

秒を目安に、1 日 2 回以上行いましょう。

口角挙筋などにアプローチするものです。ただ、思
い切りほおを上げているつもりでも、意外と上がっ
ていないことが多いので、最初は鏡を見て確かめな
がら行うと良いでしょう。その際、目をつぶるのは
NG。目元や口元に余計な力を入れないのがポイン
トです。一日 2 回以上が理想です。

から
まで

冠婚葬祭におけるメガネ
ファッションやシーンに併せてメガネを使い分け

り肌を明るくみせるゴールドやシルバーフレームが

て楽しんでいる人は少なくないでしょうが、メガネ

オススメです。服装が比較的華やかなものなら、メガ

を使い分ける上でのマナーとして、冠婚葬祭ではそ

ネは華美な装飾は避け、
逆にシンプルな装いなら、
装

の装いに合わせてメガネを選ぶというのも大切なポ

飾のある個性的なデザインなどを選んでも。二次会

イントです。

など比較的カジュアルな場であれば、カラーのセル

例えば、結婚式など華やかな場で行われるパー
ティーは、
フォーマルな恰好が基本になります。おめ
でたい場ですから、メガネも明るい照明を受けてよ

フレームもオシャレでしょう。ただし結婚式の場合
は、新郎新婦より目立つ格好は NG です。
一方、お葬式やお通夜など、
お悔やみの場で喪服を
着用する際には、
フレームレスや黒ぶち、メタルであ
れば、ゴールドではなくシルバーなど、落ち着いた雰
囲気のメガネにしましょう。
このように、冠婚葬祭では普段使いのメガネでは
合わないこともあるかもしれません。仏事は急に入
ることもありますから、日頃から冠婚葬祭に適した
デザインのメガネを用意しておくと良いかもしれま
せん。

【メガネのマナー講座】 http://www.kaiteki‑eye.jp/mame/157/

これで今夜のおかずはおまかせ！

アスパラガスの茹で方

【参考】キッコーマン ホームクッキング

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

アスパラガスは、冬の間に養分を蓄えた根から、春〜初夏にかけて伸び出してくる若い茎の野菜です。日光
を当てて栽培したものがグリーンアスパラガス、土をかぶせ遮光して育てたものがホワイトアスパラガスにな
ります。グリーンアスパラガスは、濃い緑色で、全体にみずみずしくハリがある
ものが新鮮です。また茎は太めで穂先が固くしまり、まっすぐに形よく伸びたも
のを選びましょう。切らずに茹でる場合は、沸騰した湯にまず根元の部分を入
れ、ひと呼吸おいてから全体を入れます。切ってから茹でる場合は、固い茎を先
に、穂先は後で入れるのがコツです。いずれの場合も、色鮮やかに、また余熱に
より熱が入りすぎないように仕上げるために、茹で上がったらすぐに冷水にと
ります。しっかり冷やしたら水気を切って調理しましょう。

＜今月のヒント＞ 風通しを良くするリフォーム
すめします。部屋に大きな窓が

をするタイプを選ぶと風通しが

あっても、一箇所だけでは風通し

良くなります。特に小さな窓に取

は良くなりません。風の通り道を

り付けるサッシは全面が開くタ

作るには「入口」と「出口」が必

イプがいいいでしょう。

近年、大震災や原発の問題を

要です。窓の対面の壁に新しい窓

きっかけに、節電への意識が高

を作る余裕があればベストです

まっていると言われています。そ

が、ほかにも欄間や天窓を作って

こで今回は、エアコンを使わずに

風が上に抜けるような工夫も効

夏を涼しく過ごせるリフォーム

果的でしょう。サッシの選び方も

を考えてみましょう。

ポイントです。引き違い窓の場

一つは涼しい風を室内に取り

合、最大に開けても通風面積は窓

込めるようにすること。風通しを

面積の半分です。そこにサッシを

良くする窓のリフォームをおす

取り付けるなら、効率的な開き方

これからの時期多くなるのが食中毒。どんなことに気を付ければいいか、なってしまったらどうすればいいか
をご紹介します。

つけない・ふやさない・やっつけるを徹底的に
・つけない（調理に前に手と食材を良く洗う・肉や魚を他の食材に触れないようにす
る・調理器具を食材によって分ける・調理器具の消毒）
・ふやさない（作ったものを常温で放置しない・低温で保存する・早めに食べきる）
・やっつける（十分に加熱する・再加熱する際も十分に加熱する）

お弁当などは当日調理！
お弁当など作り置きする料理は当日調理をし、十分に加熱して汁気をきって冷ましてからお弁当に詰めてくだ
さい。作った後は常温で放置せず、涼しいところで保存しましょう。持ち歩く場合は保冷剤や保冷バックを使
用し、 早めに食べましょう。ニオイや味がおかしいなと感じたら食べるのはやめましょう。

もしなってしまったら・・・
下痢などの症状がある場合は細菌が体内にとどまってしまうため下痢止めは飲まないようにしスポーツドリ
ンクなどを飲んで十分に水分補給をしてください。
横になって休み吐いてしまった場合喉に詰まらないように顔を横に向けましょう。
子供やお年寄り、妊婦は症状が重くなりやすいです。症状が重いなと感じたら迷わず病院へ受診してください。

農作業をされる方など外で作業をされる方にとっては厳しい時期になってきました。これからの時期どんどん熱く
なってきて熱中症が心配になりますよね。今回は熱中症に対して事前にできる予防対策をご紹介します。

☀体を動かす 1 時間前から水分補給を！
水分は吸収されるのに時間がかかります。運動や作業を始める約 1 時間前に補給するようにす
ると脱水症状を予防できます。後はこまめに水分を補給するのを忘れないようにしましょう。

☀日ごろから出来る予防対策
熱中症にならないためにも体力をつけるようにしましょう。運動後や外出後に牛乳を飲
むと血液の量が増え体温の調節機能が促されます。
また暑い中で作業する際はカリウム、塩分などのミネラル分が含まれる食品やビタミン、
クエン酸を含む食品や飲料を積極的に取るようにしましょう。
おすすめは、梅干し、スイカ、レモン、ミネラル麦茶、スポーツドリンク、ジャガイモ、
豚肉です。その他に、ナスやトマト、トウモロコシ、オクラなどの夏野菜には身体を冷や
してくれる作用があるのでこちらもおすすめです。

☀お年寄りや子供は熱中症になりやすい！
お年寄りはあまり熱を感じにくく体温調節機能が低下しているのと、水分補給をあまりし
なくなり熱中症になりやすいようです。子供の場合は大人よりも熱がこもりやすく、外出
の際は地面からの反射熱にてうまく熱を逃がすことが出来ず熱中症になることが多いよ
うです。なるべく帽子と涼しい格好をさせ、水分補給をこまめにさせましょう。

外に出る場合は、帽子や首元にはスカーフを巻き肌をあまり出さない服装で出かけましょう。
少しでもおかしいなと思ったら無理をせず涼しいところで休んでください。
。
もし熱中症になってしまったら涼しいところで横になり、衣服を緩め、首・ワキ・足の付け根など太い血管が通っ
ている部分を重点的に冷やしてください。症状がひどい時は救急車を呼びましょう。
室内でも熱中症になります。我慢せず、快適な室温・湿度にしましょう。

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！

