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みんなのミニ情報誌
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今月は雪に翻弄されながらも頑張ります(´；Д；̀)
みなさん、こんにちは。SK 佐々木です。1 月中旬まで

一 月 から 急 に雪 が 降っ て悲 し くな っ てい る 高橋 で

の降雪量が嘘か幻だったかのごとく雪降りまくってま す・・・！
すね(笑)週間予報をみても、まだもうしばらくは雪降り 先月書きましたコンサートの結果ですが、見事に全滅で
そうです…。昨年一昨年と雪下ろしをほとんどしてこな した｡･ﾟ･(*ﾉД`*)･ﾟ･｡
かったので、今年は正直体がキツイです。肘膝の関節 家の電話を含め 4 回線分申し込んだのですがまさかこ
が…なんて言ってますがダメージは確実に蓄積されて こまで倍率が高いとは思いませんでした・・・。
いて、1 日 2 日では回復しそうにないです(笑)ダメージ 後日コンビニ端末にてキャンセル分の販売がありまし
と言えば、５，６年前⁉に買ったスノーダンプも限界の時 たが、そちらも完売で買えませんでした・・・。
を迎え、いよいよ買い替えねばと言う状態(と言うか、も なので雪が落ち着いてから秋田県に初出店になるコメ
うボロボロ)になってしまいました。通常使用であれば間 ダ珈琲にでも行こうかと思っております☆
違いなく 10 年は使えそうな鉄製の物ですが、
SK が誇る こちらも混みそうですが、二月限定のチョコノワールと
⁉ガテン系除雪部隊に預けると、尋常でない量の雪を積 いうデザートが気になるので頑張ります(｡´Д⊂)
んだり、雨だれで氷になってる雪にキックで無理やり突

はてさて、気が付いたら二月になっていましたが、調

き刺したりで、鉄製のスノーダンプを２，３年でオシャ べてみると二月は節分やバレンタインデーの他にも地
カにしてくれます(笑)ここ 2 年程、暖冬だったのでス 域によっていろいろイベントがありますね！
ノーダンプのメンテや買い替えを怠っていたのがアダ 横手のかまくらや、仙北市の火振りかまくら、紙風船上
となり、今は急場しのぎの鉄製ダンプで雪下ろしをして げなど見ていてあたたかくなるようなイベントが多い
ますが、それを別動隊に１日預けたらメコカコ(ボロボ なと思いました(o´･∀･̀o)寒い地域だと寒さを楽しむ
ロ)にされて帰ってきました(爆笑)慌ててネットで探し 工夫がたくさんあって素敵ですよね(*̀▽´*)
出して少量注文しましたが、届くころに雪は降っている ちなみに私はイベントにて振舞われ
のか…。以前も取り上げた『吉鉄ダンプ』と言う商品で る豚汁が大好きです(´､ゝ̀)
す。少々お高いですがコスパ最高、お勧めです！！

事務・高橋

臭の予防になったり、美白効果があっ
スーパー銭湯やサウナ、旅館な

たりと新たなメリットも見つけられ
どで誰でも気軽に受けることが

できる「あかすり」を、趣味とし

★「猫ダッシュ」の理由

味わうことができるのも、
「あかすり」
全身をマッサージする効果もあり、

の大きな魅力です。
血行促進作用による手足の冷え症の

大人しく ひな たぼっ こをし てい
た猫が急に 走りは じめて ︑ ところ
かまわずド タバタ と運動 会 を始め
ることはありませんか？ その理
由としては ︑①何 かを発 見 したか
ら ②体が痒い ③トイレ に 行きた
い ④不満がある ⑤エネ ル ギーの
発散… などが考えられます︒
③の場合は︑諸説ありますが︑便

察してあ げると 良いで しょ う︒

う︑ダッ シュを はじめ た時 は観

しでもわかってあげられるよ

言葉が 話せ ない猫 の想い を少

構って欲 しいな ど︒

イレの掃除 をして 欲しい ・ もっと

た・水がほしい・飲み水が汚い・ト

たいときです︒例えば︑お腹がすい

れています︒また︑④は何かを訴え

意による腹 痛で走 り回る と も言わ

ペットと暮らそう♪

ています。そのため、女性の美容趣

あかすり
て楽しんでいる人が男女問わず

味として、男性にとっては健康趣味
増えているそうです。

として人気が高まっているのです。
古い角質やお肌の汚れが一気に取

専用のタオルを購入すれば自分で
り除かれる感覚は爽快で、全身がまる

（自宅で）することもできます。背中
ごと一皮向け、まるで自分が新しく生

などの手の届きにくい場所はやりに
まれ変わったような感覚を体験する

くいものの、それ以外の部分だけでも
ことができるといいます。

効果は抜群。家で手軽にエステ気分を

改善や、リラックス作用・リフレッ

乾燥肌の方や寒い時期は、あかすり
シュ効果があるのも嬉しいポイント

の後、保湿クリームやローションで保
と言えるでしょう。さらに近年は、体

湿を心がけると良いでしょう。

★レシートを貼るだけの家計簿★

あなたは家計簿をつけています

か ？ 最 近 は スマ ホ の 家 計簿 ア プ リ な

どで管理できる方法もありますが︑収

支を まめ に 確認 しな く ては なら な

いという手間は同じで︑﹁続けるの

は大 変﹂ と 感じ る方 も 多い でし ょ

う︒ですが︑家計簿をつけることは節

約のための基本と言われています︒毎

日忙しくてつける暇がないという方

や面倒くさいという人は﹁レシートを

貼るだけ﹂という方法はいかがでしょ

う か ？ 一 日 一ペ ー ジ と して ︑ お 財 布

の中のレシートをノートに貼ってい

くだけ︒いつ何にどれくらいのお金を

使ったかを見直すだけでも︑自分のお

金の使い方がわかり︑食費や雑費の無

駄を発見 しやす くなる でし ょう︒

〜腹筋を鍛えよう〜
女性が「腹筋鍛えなきゃ」と思う理由は、お腹を引っ

上半身全体を持ち上げる必要はありません。また、

込めたいという思いからでしょうが、筋肉をつける

反動はつけないようにしましょう。なるべくゆっく

ことで代謝が高まり、老化現象を遅らせるというこ

りとやるほうが効果が上がります。

ともわかっています。加えて、年を重ねることで起

日常生活の中で、機会を設けて腹筋の存在を意識

こる骨盤の歪み予防にも効果的です。

するだけでも違いがあります。例えば、電車の中で

床に寝そべって、上半身を起こすのを繰り返す、

過ごす時間を活用し、つり革につかまりながら腹筋

一般的な腹筋運動も有効ですが、すでに腹筋が衰え

に力を入れるだけでもずいぶん違うといいます。

ている人にはこれは苦しいので、もっと軽いものか
ら始めてみましょう。
床に寝そべり、脚を閉じます。膝は立てて 90 度
ぐらいに曲げましょう。頭の下に手を入れ、支えま
す。ここから両肩が床から離れるところまで持ち上
げます。この際に、腹筋に力を入れるのがポイント。

から
まで

引っ越しの事務手続きはお早めに
引越しは、進学・就職・転職・退職・異動・転勤・

主なものは、住民票移動、電気、ガス、水道などの

結婚といった人生の節目の際に誰もが経験するもの

停止・開始、免許証の住所変更、各種金融機関への住

です。特に春は、卒業・就職・転勤などがあるため、

所変更届などなどですが、つい、荷物の移動のことば

2 〜 4 月は年間で最も転居する人の多い「引越し

かりが気になり、これらの手続きは後回しにしてし

シーズン」です。

まいがちです。けれども、
「いつでもいいや」と思っ

引越しは荷造りや新居選びなどが大変ですし、あ

てそのままにしておくと、ついつい忘れてしまって、

いさつ回りや送別会・歓迎会などもあり、大忙しにな

気がついたら１年近くも経っていた、なんていうこ

ります。同時に、事務手続きもたくさん発生します。

とにもなりかねません。
１年を過ぎると、郵便物の転送も終わってしまう
ので、重要な郵便物が届かないということも出てき
ます。郵便局で転送期間延長の手続きをとることも
できますが、時間が経過すれば今度はその手続きを
忘れてしまうということも……
郵便に限らず、様々なことを保留しておくといろ
いろと面倒なことが起こってきます。できるだけ早
く済ませるよう心がけましょう。

【引っ越し手続き】 http://www.jp‑guide.net/businessmanner/knowledge/hikkoshi.html

これで今夜のおかずはおまかせ！

豆腐の「水切り」

【参考】キッコーマン

ホームクッキング

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

豆腐を使ったレシピに必ずといっていいほど登場するのが「水切り」です。
豆腐は製造の過程で水分を含み、その割合は約 90 パーセントにも上ります。この豆腐の水分を抜くことで
栄養分が濃縮され、味も濃くなると言われています。また、しっかりした食感と
なり、調理中も型崩れしにくくなります。水切りに要する時間はだいたい 20 〜
30 分とされていますが、短い時間で行える方法もあります。
まず、キッチンペーパーで豆腐全体を包み、それを電子レンジ対応の容器に入
れ、
500w で 2 分 30 秒ほど加熱します。
レンジから取り出した後は、
ペーパー
を新しいものと交換し、重りを乗せて料理に使うまで置いておくだけでＯＫで
す。忙しい方は、ぜひ試してみてくださいね。

＜今月のヒント＞ 見積り金額の差
デザイン、工事方法、かかる日数、

るでしょうし、各業者の特徴もつ

人工（にんく）数などが違えば見

かめるでしょう。悩んだ時は、ぜ

積りも変わってきます。

ひ相見積をご検討ください。

見積りの基本は「複数の会社に
「２社に収納リフォームの見積

同じ内容で依頼すること」といわ

りを頼んだところ、50 万円と

れます。これを「相見積」と言い

80 万円でした。この差は何で

ます。相見積によって各社の工事

しょう？」……このような疑問を

内容と金額の比較が可能になる

持つのは当然のことでしょう。

ので、２社の差で悩んでしまった

たとえばインテリアでも、材質
やデザインによって値段に差が

ら、できればもう１社に見積りを
依頼することをお勧めします。

出ます。リフォーム工事でも同じ

３社目の見積りが最初の２社

ことが言えます。収納棚の素材や

の見積りを再検討する材料にな

寒い日の掃除はなかなか億劫ですよね・・・！冷たい水に触れたくないし、手荒れも気になる季節。
そんな寒い日でも簡単に出来るそうじ術をご紹介します！
①窓の結露を利用して拭き掃除☆
冬は外との気温差によって知らないうちに窓が結露していて厄介！その結露を利用して窓拭きをしちゃい
ましょう！軽く全体を吹くだけなので冷たい水に触れることも無く簡単に窓を綺麗に出来ちゃいます。
②空気が乾燥しているので埃取りが楽ちん
乾燥しているので簡単に埃が掃除できる季節です。最初は空拭きをして仕上げに濡れぞうきんで拭きま
しょう。
少し柔軟剤を混ぜて拭くと、柔軟剤の「静電気防止効果」でほこりが付きにくくなって今後の掃除が楽に
なりますよ☆
③寒い日は冷蔵庫の掃除にピッタリ！
冷蔵庫の物が痛みにくいので寒い日は冷蔵庫の掃除をしちゃいましょう。
少しずつでいいので掃除する場所を決めて、食材を外に出したら、重曹水をスプレーして拭きましょう。
この時ぬるま湯に重曹を溶かした暖かい重曹水を使用すると汚れが浮きやすく
なり、簡単に汚れが取れますよ。
拭き掃除をする際は、使い古したタオルを小さく切ったものを使用すると使用
後は捨てるだけなのでおすすめです。
また、何度もタオルを洗わずに済むので、手荒れの心配も減らす事が出来ま
す。
換気をしている時間だけ、10分だけ、など時間を決めて長い時間無理をせず、
少しずつ掃除をしてきれいを持続させましょう。

寒さも本格的になり、冬本番になりましたね。
そんな冬にゆっくりあったまれるドリンクのレシピのご紹介です。
☆眠る前に飲んで温まろう 〜ホットきなこみるく〜
１人分 作り方
１．きなこ大さじ１と砂糖大さじ１をダマにならないように混ぜ合わせる。
２．鍋に牛乳150mlときなこと砂糖を混ぜ合わせたものを入れ混ぜながら温める。
３．砂糖が溶けたら器に注ぎ、お好みで黒蜜を入れる。
※きなこは美容にいい成分が入っているので女性におすすめです。
黒蜜の代わりにハチミツでも美味しいですよ。
☆いつもより少しリッチに 〜ホットマシュマロココア〜
１人分 作り方
１．チョコレート10グラムを細かく刻む。
２．ココアパウダー(無糖）小さじ４、砂糖小さじ３、牛乳50mlを鍋に入れ混ぜ合わせる。
完全に混ざったら弱火で練り混ぜる。
３．刻んだチョコレートを入れ、チョコレートが溶けたら牛乳１００ｍｌを少しずつ入れ溶きのばす。
４．カップに注ぎ、マシュマロを3〜4個いれお好みでココアパウダーを振りかける。
※ココアパウダーの他にチョコレートを入れ濃厚に！お子様にも喜ばれること間違いなしです☆
チョコレートの種類で甘さを変えたり色々とアレンジができるレシピです。
お酒が好きな方は更にラム酒を少し加えると大人の味になりますよ！
☆風邪予防にビタミンＣ！ 〜ホットみかんドリンク〜
１人分 作り方
１．みかん１個、オレンジ半分を絞る。カップに熱湯を入れ温めておく。
２．カップの熱湯を捨て、はちみつ大さじ１．５、砂糖大さじ１、みかんの果汁を半分入れ
混ぜ合わせる。
３．鍋に、熱湯５０ｍｌ、残りのみかん果汁、オレンジ果汁、を入れ煮立ったら先ほどのカップに
注いで混ぜる。
※みかんとオレンジの果汁は市販のジュース各４０ｃｃで代用するともっと簡単つくれます。
はちみつも入っているので喉にも優しいですよ。
これからの季節に風邪予防としていかがでしょうか？
寒い日はお家で家族で一緒に暖かいドリンクを飲んで温まりましょう(*´∀̀*)
出典：Ｅレシピ

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！

