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みんなのミニ情報誌

月号

事務の佐々木は佐々木学の嫁ではありません(笑)
こんにちは、SK ホームの佐々木でございます。鬱

こんにちは。暑い日が続き、夏空がまぶしく感じら

陶しい梅雨の季節ですが、今年は今のところ、幸い⁉

れるようになりましたね。あっという間に 7 月を迎

にも空梅雨な感じですね！全く降らないのは問題なん

え、もう今年も折り返しです。

でしょうが、ジメっとしたのが苦手なので自分は空梅
雨大歓迎でございます（笑）

さて、夏休みのご予定は決まりましたか？夏は各地
で海開きや花火大会、夏フェスなどたくさんのイベン

今年の５月頭から置き換えダイエットを始めたのは
先々月の NL でお伝えしましたが…。まぁ、中年メタ
ボの自分では効果もたかが知れているのでしょうが、

トが開催されますね。暑さに負けず、元気に夏を楽し
みたいものです。
ところで、先月弊社は事務所を（今までと同じ敷地

先日久しぶり（３か月ぶり）に会った友人からは、

内に）移転しました！引っ越し作業中は幸い天気に恵

「父ちゃん少し痩せた⁉」ってなフランクな感じで言

まれ、書類などもスムーズに運び出すことが出来まし

われました。実は、お気軽ダイエットは継続している

た。窓が多いため風通しが良く、広々として素敵な事

のですが、効果のほどが実感できないと早々に心が折

務所ですよ。引っ越しに伴いオフィスチェアが変わっ

れる自信があるので、今まで体重は全く測ってないの

たことが、私は一番嬉しかったです。気分が明るくな

です（笑）それでも友人の一言は希望という名の光に

る可愛いピンク色を選びました♪皆さんも環境や身の

つながりまして、今後の継続の糧となったのは言うま

回りのモノが少し変化するだけで、何だかワクワクし

でもありません（爆笑）ちなみにですが…現在実践し

ませんか？本格的な夏を前に、ちょっと気分が弾んだ

ているお気軽ダイエットは、「朝飯なし」
「昼飯は体力

今日この頃です。

がモチそうなら抜くかホドホドに」「夜は米を食べな

近くにお越しの際

い＆ガッツリ晩酌して酔ってご飯食べる前に寝落ち」

は、ぜひ新事務所に

の３本立でやっていますが、お気軽なだけに気を抜い

もお立ち寄りくださ

た時のリバウンドは半端ないらしいです…(T_T)今年

いね(^O^)

は夏バテで倒れないように頑張ります(笑)

佐々木 学

事務・佐々木
熱中症にご用心を！

など、手軽なものだと化粧品のサンプ
趣味が「懸賞に応募すること」

たります。
募し、毎日プレゼントの賞品が届

★猫のトイレの置き場所

けたらすぐに応募するのが鉄則と言
当選すればもちろん賞品がもらえ

われています。
ます。高額なものだと車や家電、旅行

いずれにしても、広く情報を収集
くという人もいます。

℃以

℃ 以上 の夜 のこと 。 しか

「
熱帯夜」とは、夕方から翌朝ま で

の気 温が

し、 熱帯夜 とは 言え外気 温が

増 します。例えば、

℃ の気温 でも、

るようにすれば、それだけ で涼 しさが

みます。また、室内 の空気を対流す

り入れれば エア コンを つけずに済

下の場合は、窓を 開け て外気を 取
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体感 温度は随分 下が ります。

いて布 団 の中に忍ば せ ておくだけ で、

冷剤 の活用もお勧め です。タオ ルに巻

外気を 取り込みます。また、氷枕や保

であれば 扇風機などを使 用し、室内に

反対側 の窓も）
、自然 風が 入らな い の

を開け （
空気 の通り道が でき るように

そう です。防犯上問題が なければ、窓

風が 流れると、人は ２℃涼 しく感 じる
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猫が 落 ち着 く ト イ レ の条 件 は、
「人通りが あまりな い」「
人 の声が
あまり聞 こえな い」「
人 目に つき に
く い」「
ご 飯や飲 み水 の場所から遠
い」など です。野生 の名残が のこ っ
ている猫 は、 トイレ中 に敵 に襲 わ
れ ると命 の危険が あ ると本能的 に
思う ので、 人 目に つかな い静かな
場所を好みます。廊 下や洗 面所、可

夫が 必 要です。

少 しでも スト レ スを 和らげ る 工

トイレと 同じも のに したりと、

は少 しず つ動か したり、今ま で の

所を確保 しま し ょう。動かす場合

で、 子猫 のうちか ら適 切な置き 場

ト レ スを 与 え る 可 能 性 が あ る の

の場所を ころ ころ変 えると猫 に ス

空間も良 いでし ょう。また、トイレ

能 であれば 人間 のトイレと 一緒 の

ペットと暮らそう♪

ルや、食品、洗剤などの日用品が当

懸賞に応募
という人の中には、毎日懸賞に応

懸賞には、商品を買わなくても応募

することがポイント。ネットはもちろ
できる「オープン懸賞」と、対象商品

ん、懸賞の紹介をする専門誌、雑誌、
の購入やサービスの利用などをした

新聞、フリーペーパーなどにも情報は
人が応募できる「クローズド懸賞」の

載っています。昔はハガキに書いて投
2 種類があります。オープン懸賞はア

函するという方法が主流でしたが、今
ンケートやクイズに答えるなどすれ

はインターネットで申し込むものも
ば誰でも応募できますが、クローズド

多くなっています。後で応募しようと
懸賞は応募する人が限られるので、当

思っても忘れたり締め切りを過ぎて
たる確率が高くなります。

しまったりすることが多いので、見つ

★ 熱帯夜でもエアコンなしでOK？

～根強いレトロ化粧品の人気～
まだ幼い頃、お母さんが使っていたお化粧品の

とレトロな瓶のパッケージが人気です。明色化粧品

数々。ちょっと使ってみたかった大人のコスメ用

のアストリンゼンも、70 年以上前に販売されてか

品……実は今でも現役として店頭に並んでおり、人

ら５億本売れたという、超ロングセラーの人気シ

気の高いものが少なくありません。ここでは、プチ

リーズ商品です。昭和 2 年創業の基礎化粧品会社・

プラ（安価）で優秀と言われるロングセラー基礎化

ウテナは、アロエエキス配合の自然派スキンケア

粧品をチェックしてみましょう。

「モイスチャー」シリーズやバニシングクリームが

まず、昭和 26 年から現在まで成分・容器などほ

ロングセラーです。ぜひお試しください。

とんど変っていない「ロゼット洗顔パスタ」
。
「美白
効果があり、にきびまで治す」という画期的な洗顔
料として大ヒット商品になりました。資生堂の化粧
品・乳液シリーズ「ドルックス」は、昭和 7 年の発
売当時は高級化粧品でしたが、今はとても安く買う
ことができます。ジャスミンの優雅でほのかな香り

から
まで

「お墓参りの作法」
7 ～ 9 月は、お盆やお彼岸など、お墓参りをする

お墓に着いたら、最初に霊園管理者に挨拶を。
寺院

機会が増える時期ですね。亡き人やご先祖さまに手

墓地であれば、まず本堂のご本尊をお参りし、ご住職

を合わせる行為はとても大切なことで、できるだけ

に挨拶します。日頃、
お墓の管理やお世話などをして

足を運びたいものです。

いただいている感謝を伝えましょう。

その時のための、基本的な心得や手順は身につけ
ておきたいものです。

水を満たし、お墓の前へ。

まず、
服装に決まりはありませんが、
派手な色やス
タイルはできるだけ避けましょう。

管理事務所などで手桶とひしゃくを借りて手桶に

着いたら必ず手を合わせ礼拝し、墓石や花立て・香
炉等の掃除をし、お供えをします。
ローソクに火を灯
し、そこから線香に点火します。線香の火は吹き消す
のではなく、手であおいで消します。さらに、その火
を消さないように気をつけながら、墓石に水をかけ
ます。そうして、順番にお参りをしていきます。複数
の人がいる場合は、故人と縁の深い人から始めま
しょう。
帰る時は、食べ物のお供えは置きっぱなしにせず、
ゴミなどは必ず持ち帰るようにしましょう。

【お墓参りの作法】

http://www.e-butsuji.jp/butsuji7-1.html

これで今夜のおかずはおまかせ！

【参考】キッコーマン

httpst//www.kikkoman.co.jp/homecook/

安くて美味しいアジ
「アジ（鯵）」の名前は「味が良いことに由来する」と言われています。また、漢字表記では「魚」に「参」
と書きますが、こちらの由来は諸説あります。
「ソウ（魚偏に「喿」）」の字の写し間違いであるとする説、
「お
いしくて参ってしまう」という意味だとする説、最も美味しい季節が旧暦の 3
月に当たるので、数字の「参」が使われたとする説…などです。安価で美味な
ため、とても身近な食材としておなじみですが、マアジなどの小型種は釣りの
入門魚としても親しまれています。港内や防波堤で、胴突きやサビキという仕
掛けを用いた釣りが盛んです。本格的に釣りをしない人にも気軽にできるた
め、子どもから大人まで誰でも楽しめ、ファミリーフィッシングとしても人気
です。この夏、ご家族でお出かけしてみてはいかがいでしょう？

＜今月のヒント＞ 補強工事費が発生するケース
り、そのままでは耐震性や耐久性

に記載されないこともあるので、

に問題がある……。そんな場合に

予備費には補強工事費も含めて

は補強工事が必要になります。特

おきたいものです。

に湿気の多い水回りは土台や柱
予期せぬ補強工事が発生する

がシロアリ被害を受けているこ

と、予算オーバーをまねくことが

とが多く、補強工事が発生しやす

あります。

い箇所と言えます。

床や壁内部の劣化は、床や壁を

補強が必要な場合、傷んだ木材

はがしてみないと分かりません。

を取り替えてから補強金物で接

外から見えないだけに劣化が進

合部を強化する工事が行われま

んでいても気づかないことが多

す。当然、それなりの費用がかか

いものです。リフォームを始めて

ります。補強工事は事前に正確な

みたら土台や柱の劣化が見つか

費用を出すのが難しく、見積もり

連日の夏日で外出先から帰宅すると、 自宅が蒸し風呂状態に…。エアコンの冷風
を効率よく循環させるために、扇風機を併用することはよく知られています。その他
に、どのような節電対策があるのでしょうか？空調のプロ、ダイキン工業株式会社に
よると、以下の節電対策があるそうです。
節電ポイント１

事前準備はしっかりと

エアコンが効率よく稼働するために、フィルターは 2 週間に一度掃除しましょう。
内部洗浄も効果的です（市販の洗浄液による発火事故もあるため、まずはメーカーにご相談を）。
また、室外機から１ｍほど離れたところに植木や簾で日陰を作ると良いです。室内が外より暑い時は、エ
アコンをかける前に窓を開けて換気し、溜まった熱気を排出しましょう。
節電ポイント２

ほったらかしがベスト

エアコンの風量設定を「自動」にすると、効率的な風量で部屋を冷やしてくれるのでオススメ。
温度調節をエアコンの ON/OFF でやりがちですが、余計な電力消費につながるため NG です。
また、短時間の外出であれば、つけっぱなしにする方が節電になることも。
設定温度を１度高くすると約１０％節電できます。更に、設定温度を下げるより
「強風」の方が電気消費量はごくわずかで済みます。
熱中症対策にも効果的なエアコンを賢く使って、暑い夏を乗り切りましょう！
参考文献： suumo ジャーナル「節電対策に効果大！エアコンを効率よく使う方法知ってる？」

バスルームは、浴槽への出入りや
洗いやすさについての配慮も必要です。
一つひとつの動作と困っていることを考えて
理想の浴室にリフォームしましょう。

●浴槽横に設置
Lタイプ手すり
寸法：600×600

●浴槽前後に設置
Lタイプ手すり
寸法：600×600

・立ち上がり用
・座位保持用

・浴槽出入り用

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！

