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もうすぐ春ですね！
花粉症が気になります・・・(;´･д･)ｿﾀﾞﾈｰ
今月もニュースレターの時期が来ました！今月は
事務の高橋がワンマンでお送りします(笑)
オリンピック終わってしまいましたね・・・！今回

所に出かけてみようと思っております(●´ω`)ﾉ
まずは岩手県の一関や宮城県の気仙沼辺りに行こう
と計画中です！

も羽生選手や女子のカーリングの選手の方々が人気

目当ては海鮮丼や某キャラクターの電車に乗るため

がありましたね(○σ･v･)σ

なのですが、少しでも東日本大震災の復興の手伝い

私は何年か前のオリンピックの際に女子カーリング

になればと思います。あれから 7 年たったと思うと

の小野寺 歩選手（今は結婚されて名字が変わってお

びっくりですね。

ります）にはまっておりました☆

秋田県でも春のイベントが盛りだくさんなので今

小野寺歩選手はかわいいというよリは綺麗な方で見

年はアクティブに動きたいなと思っております！

ていて眼福でした(人´∀̀)

地元が桜がきれいなところなのでお花見にも行きた

その時も盛り上がりましたが、今回のオリンピッ
クでは色々と経済効果が出ているのでこの盛り上が
りが一時的なものでなくてずっと続いてほしいです

いですね！屋台で色々食べ歩きをしてみたいです
(○´Д`)(´Д`●)

でもいつも旅行の前や季節の変わり目はなぜかい

ね！

つも体調を崩すので今回はそうならないように体調

この後のパラリンピックも続々メダルを取られてい

管理を気を付けよ

るようなのでオリンピックに続いて盛り上がってほ

うと思います！

しいですね(*´･д･)

皆様も花粉症が心

そして待ちに待った春がもうすぐ来ていますね。

配ですが、春を楽し

今年はなんやかんやで大雪になって大変でしたよ

んでくださいね！

ね・・・。でも雪が溶けたらそんなこと忘れて色んな

事務・高橋

3 ヶ月ごろから飲むことができ、次
梅酒作りは、果実酒作りのなか

その味の違いを楽しめるのも梅酒
しさで、近年は若い世代からも注

★ロボット掃除機に注意

作りの魅力と言えるでしょう。使う
目を集めています。

人気 声優であり歌 手の水樹奈 々
さんが︑ご自宅でロボッ ト掃除機
を使っていたところ︑た またまそ
のタイミングで愛犬が床 にウンチ
をし てしまい︑大 変なことに……
というブログ記事をあげ ︑話題に
なりました︒便利なロボ ット掃除
機ですが︑室内でペット を飼って
いるお宅では注意が必要ですね︒
ロボ ット掃除機に お出かけ中 に

みましょう︒

らスイッチを入れる ようにして

しものがないことを 確認してか

うようにし︑併せて︑ペットの落と

す︒または︑誰か人がいるときに使

う︒ケガなどの危険も回 避できま

守 番し てもら う方が いい でし ょ

ペットはサークルやケー ジでお留

掃 除を しても らうの であ れば ︑

ペットと暮らそう♪

第にまろやかに変化してゆくので、

梅酒作り
で最も人気があり、手軽さとおい

初心者でも簡単に作ることができ

梅の種類やお酒にこだわるなど、材料
る手軽さに加え、焼酎以外のお酒（ブ

や分量によっても味が変わる奥深さ
ランデーや日本酒など）でも作ること

もあります。
ができ、さまざまなバリエーションを

特に教室のようなものはありませ
楽しむことができます。また、漬かっ

んが、ネット上のサイトや動画、書籍
た梅を梅ジャムの材料にする楽しみ

などでの情報が豊富なので、初心者で
も広がります。

も安心して始めることができます。
梅の実が焼酎にじっくりと漬かっ

予算は、材料費（梅、角砂糖、ホワ
ていき、無色だった焼酎が琥珀色に

イトリカーなど） 3,000 円程度〜、
なっていく様子を見守ることで、愛着

道具代（ビンなど） 2,000 円程度〜
と期待が大きくなっていくそうです。

です。

★貯金は「２・６・２の法則」？★

﹁２・６・２の法則﹂は︑収入の２割

を貯金にあて︑６割を生活費︑２割を

自己投資︵交際・娯楽・趣味・習い事

など︶に充てると﹁しっかり貯金が

できていく﹂という考え方です︒

三十万円の収入がある人なら︑

六万円を貯金して十八万円で生活し︑

残 りの六 万円を 自己投 資に回 すこ と

になります︒けれども︑突然この法則

を実行に移してと言われても︑﹁厳し

い﹂﹁難しい﹂と感じる人もいるでしょ

う︒ただ︑少しずつでも工夫してこの

割合に近づき︑二割貯金ができるよう

になると︑五年で年収分とほぼ同額の

貯蓄ができると言われています︒

まずは︑毎月少しずつでも貯蓄に回

せるよう︑意識してみましょう︒

〜「プラセンタ」って？〜
近年大注目されている「プラセンタ」は、動物の

に活躍すると言われています。

胎盤から抽出されるエキスなので、「動物の胎盤か

さらに、美容だけでなく、医薬品としても重んじ

ら作られるものを飲んだり肌につけりして大丈夫

られています。多くの研究者によって、有用な薬理

なの？」と思う方も少なくないでしょう。けれども、

作用が次々に明らかにされ、信じ難いほど広い範囲

商品として出回っているプラセンタは、飲用として

の疾患に有効性が示されているのです。

も化粧成分としてもきちんと安全性の基準をクリ
アしているので、心配要りません。

気になる方は、健康食品や基礎化粧品など気軽に
手に取れるものを試してみてはいかがでしょう？

豚・馬・羊・海洋性プラセンタ・植物性プラセン
タなど、種類はいろいろですが、いずれも 10 数種
のアミノ酸をはじめ核酸様物質、各種ビタミン類、
ミネラル、酵素、ムコ多糖類などの栄養素が豊富に
含まれいます。そのため、肌を美しくしたり、傷ん
だ肌を修復したり、体を若々しく保ったりするため

から
まで

卒業式や入学式での振る舞い
卒業式も入学式も、お子様の成長という人生の大

振る舞い」について大切なポイントを見落としてし

きな節目を祝う式典です。単なるイベントとして足

まいます。
どんなに素敵な服装でも、
立ち居振る舞い

を運ぶのではなく、厳粛な気持ちで臨むことが大切

で全てが物語られてしまうもの。スーツ選びだけで

です。多くの人たちとふれあう行事ですから、服装な

なく、振る舞い方にも意識を向けましょう。

ども迷うところですが、お子様のためにもきちんと

お辞儀の仕方、歩き方、振り向き方、座り方など、

洗練された服装で参加し、「おしゃれで素敵なご両

短時間では身に付きませんが、まずは一つ一つの動

親」と言われたいですよね。

作、所作をゆっくりするとよいでしょう。

けれども、外見ばかりを気にしていると、
「立ち居

具体的には、急に振り向く、
走る、大きな声で笑う、
人前に立つ、横切るなどの行為を慎むだけでも、印象
が変わります。常に相手（学校側）や周りへの気配り
を忘れないように行動することが望ましいです。
他には、具体的に「携帯の電源を切る」
「おしゃべ
りを慎む」
「子どもに手を振らない」
「ビデオ撮りは自
分の座席から」などでしょうか。
子どもたちが見ている大切な場面であることを意
識し、ぜひ心がけてみてください。

【入学式・卒業式マナー】 http://www.ganbarejibun.com/category49/entry216.html

これで今夜のおかずはおまかせ！

貝を料理する前のポイント

【参考】キッコーマン ホームクッキング

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

あさりやしじみなど、貝のお料理をする場合「砂出し（砂抜き）」は欠かせません。
「砂出し済み」と書いて
あっても、念のため自分でももう一度砂を出しておくと安心です。生息していた環境にほぼ合わせることがポ
イントなので、あさりやはまぐりなど海の貝類は、海水よりも少し薄めの塩水に
つけます。塩分は 2 〜 4％くらいが適しています。一方、しじみは真水か 1％程
度の塩水につけます。いずれも、バットなどに広げるようにして入れ、水はひた
ひたに入れます。暗い方が砂を吐き出しやすいので、新聞紙などでおおって最低
30 分〜 1 時間おきましょう。夏は冷蔵庫においた方が安心です。
また、貝の殻は意外に汚れがついているので、水の中で殻と殻をこすり合わせ
るようにして洗いましょう。

＜今月のヒント＞ 対面キッチンの長所・短所

人気の対面キッチンには、「ア

れる

合わせてどのタイプにするかを

・テレビを見ながら料理ができる

考え、どうしてもデメリットが気

・食事前後の配膳が便利……など

になるという方は、それを補うこ

がメリットとして挙げられます。

とができるクローズキッチンを

一方、デメリットとしては、実

イランド型」「セパレート型」「I

際に対面キッチンにした方から、

型」
「L 型」など、その形状によっ

・部屋全体に料理の匂いが広がり

ていくつか種類があります。これ

やすい

らは全般的に、

・急な来客時のために常にキッチ

・リビングの様子がよくわかり、

ン周りを綺麗にしておかなけれ

開放感がある

ばならない……といった声が上

・小さなお子さんがいても安心

がっています。

・家族とコミュ二ケーションが取

検討すると良いでしょう。

それぞれのライフスタイルに

これからは少しずつですが暖かくなり過ごしやすくなる季節。でもなぜか体の調子が悪い、っていう
ことがありませんか？
季節の変わり目は昼と夜との寒暖差が大きくなり体調を崩しやすいと言われております。
主に3〜4月、6〜7月、9〜11月頃には注意が必要です。
症状としては、頭痛、肌荒れ、肩こり、不眠、倦怠感、目の疲労などが見られます。
このほかに情緒不安定になる、気分が落ち込むなど心にも不調が現れる場合があります。
原因としては、気温の変化からくる自律神経の乱れとされております。
この時期を乗り切るには食事・睡眠・リラックスが大事とされています。
おすすめは自律神経のバランスを整えるビタミンB群が含まれるサンマやカツオやウナギです。
また、海藻類に含まれるマグネシウムと一緒に摂取するとビタミンB群の働きを助けより効果的に摂取出
来ます。
このほかキウイフルーツなどに含まれるマンガンには神経過敏を和らげ、牛乳などに含まれるカルシ
ウムにはイライラした気持ちを抑えて眠りにつきやすくする作用があります。
カフェインを含む飲みものを控えるのも効果的です。代わりにルイボス
ティーなど自律神経を整えてくれる飲み物を飲むとリラックスでき、
ぐっすり安眠出来ます。
出かける際には気温の変化に対応できるように簡単に羽織れる上着を
一枚持っておくと安心できますよ。
この時期は忙しくなる時期ですが、あまり無理せず栄養バランスの取
れた食事を心がけ、体調の変化に気づいたら調子が悪くなる前に早めに
体と心のケアをしてあげましょう。

少しずつ暖かくなり、もうすぐ新生活が始まる方もいらっしゃるのではないでしょうか？
今回は春に始めたい新習慣をご紹介したいと思います☆

・できる範囲で軽い運動をする
運動はなかなか時間が取れずにできない方が多いのではないでしょうか？
少しだけでいいので、軽くストレッチする、階段を使う、近場なら歩くなど体
の血行が良くなる程度の運動をすると血流が良くなるので老廃物を流しやす
くなりますよ。
汗をかく運動は逆にストレスになる場合があるのでやり過ぎには注意が必要です。

・意識して背筋を伸ばした姿勢を心がける
現代はスマートフォンやパソコンに向かうことが多く猫背になりがちです。
意識して背筋を伸ばした姿勢を意識すると、心肺機能が向上しダイエット効
果も期待できます。
また冷え所の緩和や、肩こり、首のこりを軽減してくれる効果もありますよ。

・大人のぬりえに挑戦してみる
子供の頃誰でも一度はやったことがあるのではないでしょうか？ぬりえ
には心を落ち着かせる効果や、自律神経を整えてくれる効果があるよう
です。
最近は店舗によっては 100 円ショップなどにも置いてあるので気軽に
始められますよ☆

何事も楽しくできるということが大切です。自分のスタイルや生活に合った習慣を見つけて楽しく続けられ
ると良いですね。

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！

