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『ほほえみぽすと』再始動です！
みなさま、お久しぶりでございます、ＳＫホームの

新年を迎えて早くも 1 ヶ月が経ちました。はじめま

佐々木学でございます。今さらながらですが、新年明け

して、事務の佐々木と申します。どうぞよろしくお願い

ましておめでとうございます（笑）まずは、今年もご贔

致します！

屓くださいますようお願い申し上げます<m(__)m>
アタクシ、
今年ようやく後厄を抜けて 4 月には 43 歳
になろうとしております。生来、神様仏様などは全くと

さて、しばらくお休みしていた「ほほえみぽすと」が
この度再開する運びとなりました。ミニ情報誌として
読んでいただけると嬉しいです。毎号お楽しみに♪♪

言っていいほど信じておりませんでしたが、40 歳を過

ところで、近年では、暦注を気にされる方はあまり多

ぎた頃からゲン担ぎなどをするようになり、今では自

くないかと思いますが、2 月 20 日は今年一つ目の「天

宅の神棚に毎日手を合わせるまでになりました（笑）

赦（てんしゃ）日」に当たります。年に 5 ～ 6 回ある

厄年に入って何かあったのかと問われれば…まぁあま

天赦日、この日は“天の恩恵に浴し何の障害も起こら

りにも色々とあり過ぎて答えに窮する所ですが(T_T)

ない”、日本の暦の中で最上の吉日とされています。縁

それでも元気に仕事をしていられるのも、日々の心構

起の良い日として六曜の大安はご存知の通りですが、

えなのかなと思う今日この頃です。４０歳になる前日

大安よりも大吉日なのが天赦日です。新規事業開発や

に始めた禁煙も、4 月で丸 3 年になろうかと言う所で

婚礼、引っ越しや財布の新調など、物事のスタートには

すが、お約束のようにご飯が美味しくなって、変わらず

もってこいの開運日なのです！

安定してお腹が出たままです（爆笑）ダイエットの話は
どこへ行ったのやらですが…(=_=)

仕事もお陰さまで

今年の天赦日は 2 月 20 日の他にも、4 月 21 日、5
月 7 日、7 月 6 日、9 月 18 日、12 月 3 日と計 6 回

順調でして、この冬にあっても大変忙しくさせていた

あります。今まで挑戦で

だいております。当事務所にも若くて可愛いスタッフ

きなかったことに取り組

が入りましたので、お近くにお越しの際は、事務所に立

んでみてはいかがでしょ

ち寄ってお茶でも飲んで行って下さい。では、
『ほほえ

うか？

みぽすと』再開です(@^^)/~~~

ＳＫ

まなぶ

事務・佐々木

るアイデアブック付きです。「クリエ
レゴブロックは、誰もが一度は

動物など様々なモデルがあり、気に
でしょうか？

★ 犬と猫の食事の違い

入ったものを選べます。スタイリッ
「ブロックを組み立てる」という

レゴブロックは玩具専門店や家電
といった自由度の高さが魅力といえ

量販店、デパートのおもちゃ売り場な
るでしょう。

ど、あらゆる場所で売っていますが、
対象年齢別に様々なシリーズがあ

犬と猫 はどち らも肉食 ですが 、
肉食 傾向が より強 い のは猫 で、 味
覚が鋭 いと 言われ ています。 です
か ら、 ド ッグ フードよりキ ャ ット
フード の方が お いしく作 られ る の
が 一般的 です。そもそも、犬と猫 で
は必 要な栄養素が 異な ります。た
とえば、猫は、タウ リンと いう栄養
素を体内 で作 る ことが できな いた

を与え ていれば 大丈夫 です。

ちんと、 それぞれ に適 した食 事

い のでご 安心くださ い。普 段き

それが 日常的 でなければ 問題はな

た！」（
またはそ の逆 ）とな っても、

庭で 「
猫が 犬 のご 飯を食 べち ゃ っ

まれ ていません。多 頭飼 い のご 家

でき る ので、 ド ッグ フードには含

犬はタウ リ ンを体内 で作 る ことが

め、キ ャ ット フード で摂 取します。

ペットと暮らそう♪

イターシリーズ」は、建物・乗り物・

レゴブロック
触れたことがあるものではない

シンプルな遊び方ですが、見本通りに

シュなデザインなので、完成品をイン
作るもよし、アレンジするもよし、違

テリアとしてお部屋に飾るのもよい
うセットと組み合わせるもよし……

でしょう。

り、大人のファンも少なくありませ

「クリックブリック」というレゴ専門
ん。
「レゴクラシック」は、基本ブロッ

店もあります。前記のシリーズ製品な
ク＋窓・扉・車輪などの特殊パーツの

どは 2000 ～ 4000 円台で購入でき
セットです。まずはいろいろ作ってみ

ます。一方で、本格的なものには、数
たい方にオススメ。創作のヒントにな

万円というものもあるそうですよ。

★ クリーニング代の節約

クリー ニング 代節約 のポ イ ントは、

な るべく自宅 で洗う こと、店を利用す

る回数を減らす こと、しみ抜き料など

の別料金を発生させな いこと です

が、実は洋 服を 買う時から始ま っ

ている のです。服 の裏側に付 いて

いる洗濯表 示を確 認し、自宅 で の手洗

い・
洗濯機洗 いが でき るも のを選ぶと

いいでし ょう。また、店 に出す場合は、

近隣 の店舗 の料金 システムを確 認し、

お得な店を選びま し ょう。自宅 で洗う

場合は、 「手洗 いモード」
、「
ネ ット」
、

「
専 用洗剤」などを活用し、セ ータ ー

など は 型崩 れ しな いよ う に 平 干しに

し、コット ンの物は シワ防止 のために

脱水時間を短くす るなど、工夫 してみ

ま し ょう。

～夜更かしは美容の敵！～
アメリカ・コロンビア大学の研究調査によると、

眠をとることでターンオーバーのリズムが整い、肌

平均睡眠時間が７時間程度の人に比べて、４時間程

が内側から輝いてくれます。

度の人はなんと７３パーセントも太りやすいとい

また、太陽光を浴びると、幸せホルモンと呼ばれ

う結果が出ました。睡眠不足になると、食欲を抑え

る「セロトニン」の分泌が増え、イライラや不安な

るホルモン「レプチン」が減少し、反対に、食欲が

どのストレスがたまりにくくなります。早起きを続

増すホルモン「グレリン」が分泌されやすくなりま

けると心身ともに健康になります。メリットたっぷ

す。つい、夜食を食べてしまうことになりがちなの

りの朝型生活に切り替えていきたいですね。

です。また、早起きすると時間の余裕ができるので、
いつもよりひと手間加えた朝食が用意できますし、
ゆっくり食べられます。朝食を摂ることで代謝が
アップするので、ダイエットの効果も上がります。
早起きすればスキンケアの時間もたっぷり取れ
ますし、それ以前に、お肌のゴールデンタイムに睡

から
まで

「お会計をスマートに」
誰かと２人で、または、３人以上のグループで食事

①

割り勘のときは、
代表の人が会計を済ませ、
店を

に行ったとき、当然ですが、
「誰が食事代を支払うの

出てから別の場所で清算するのがベストですが、さ

か」というのは、常につきまとうことですね。

りげなく席でお金を出し合っておいてもＯＫです。

「割り勘」
「自分がおごる」
「誰かにおごってもらう」

その場合、レジの前に何人も固まっていては周りの

とパターンは様々あるでしょう。

迷惑になるので、代表者以外の人は店を出て待った

今回は、少しでもスマートに会計を済ませ、その場

方が良いでしょう。

の良い雰囲気が守られ、人間関係も円滑に運ぶよう

②

おごるとき・ごちそうするときは、相手に支払う

な会計のポイントをご紹介しましょう。

姿を見せないことがマナーです。相手が席を外して
いる間や、自らトイレに行く振りなどをして、そっと
支払いを済ませるとスマートです。
③

おごってもらうとき・ごちそうしてもらうとき

は、実は支払っているのを横で見ているのはマナー
違反なのです。金額を確かめているように受け取ら
れることもあります。
店の外に出て待ち、店を出た直
後とその日の別れ際、そして翌日の３回はお礼を述
べるようにしましょう。

【スマートな会計の基本】 https://allabout.co.jp/gm/gc/1360/

これで今夜のおかずはおまかせ！

【参考】みんなのきょうの料理

http://www.kyounoryouri.jp

鴨＝アヒル？
日本の蕎麦屋さんで鴨肉は定番の肉です。古くは野生の「真鴨（マガモ）」が使われていましたが、冬にしか
飛んでこないため冬しか食べられないものでした。そこで、中国から真鴨を改良した「アヒル」が入ってくる
ようになり、１年中食べられるようになりました。しかし、アヒルは真鴨と比
べて脂肪が多く肉が薄いため、もっと真鴨に近づけようと、アヒルと真鴨を掛
け合わせたのが「合鴨」です。つまり、真鴨とアヒルと合鴨は、生物学的には
同じなのです。
ちなみに、日本で食べられているフランス産の鴨は、
「バルバリー種」といい、
最も多く食べられているのは「チェリバリー種」です。真鴨と比べて臭みが少
なく、脂は甘みがあると言われています。

＜今月のヒント＞ 屋根裏収納の注意点
ないなど法律による制約があり

家の構造を確認してもらうこと

ます。（詳細は業者におたずねく

をおすすめします。

ださい）
条件を満たしても屋根の構造
新築住宅では、収納スペース確

によっては難しいことがありま

保の解決策として屋根裏を有効

す。木造住宅では梁などの構造材

利用した収納が多く見られます。

があるのできびしいかもしれま

リフォームでも屋根裏収納を希

せん。屋根裏から上をすべて取り

望するご家庭がありますが、新築

かえる方法もありますが、やはり

住宅ほど簡単ではないことを理

構造上の検討と、床面積が増える

解しておきましょう。

ことでの建築基準法上の検討が

屋根裏を収納にする場合、天井
の高さが１．４ｍを超えてはなら

必要です。
まずはお近くの業者に相談し、

『ヒートショック』という言葉をご存知ですか？ヒートショックとは、急激な温度変化が原因で生じる身体
変化のことをいいます。冬場の入浴時や冷暖房の効いた部屋から外へ出た時などに起こりやすく、脳出血や脳
梗塞、心筋梗塞などの深刻な疾患につながる危険性があります。高血圧や動脈硬化の傾向がある人が影響を受
けやすく、特に高齢者は注意が必要です。日本では年間１万人以上がヒートショックが原因で死亡していると
され、室内における高齢者の死因の４分の１を占めるとも言われています（交通事故の４倍）
。
このように恐ろしいヒートショックですが、下記に挙げる７つの対策法に取り組んでみましょう。
①脱衣所やトイレに暖房器具を設置する
（居間との温度差をなくす。ハロゲンヒーターのようなスイッチを入れてすぐに暖かくなる暖房器具）
②あらかじめ浴槽のふたを開けて浴室を温めておく
③お湯の温度を３８度～４１度に設定して、浴室・脱衣所との温度差を小さくする
④飲酒時には入浴しない
（食後１時間以内や飲酒後は血圧が下がりやすく危険。入浴するなら１～３時間は間を置いて）
⑤外気温の高い夕食前・日没前に入浴する
⑥万が一に備え、家族がいる時に入浴する
⑦入浴前後にコップ１杯の水を飲む
また、入浴の際は手足から徐々に身体を温め、長湯は控えることも大切です。ゆっくり
と湯船から出るよう心がけ、ヒートショックを回避しましょう。

介護のためのバリアフリー工事の際、要介護者ま

②床段差の解消

たは要支援者であれば、介護保険により費用の 9 割

③滑り防止およびスムーズな床移動のための

が支給されます。助成額の限度は、工事費用の上限

床材変更

20 万円、実質支給額 18 万円です（一定以上の所得

④引き戸などへの扉の取り替え

がある方は８割支給）。それを超えた分は自己負担

⑤洋式便器などへの便器交換

となります。

⑥①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる

受給に関して以下の条件を満たす方が対象です。

住宅改修

①要介護認定で「要支援・要介護」と認定され
ていること

この他にも、高齢者向けの住宅等に関する制度な
どがあります。

②改修する住宅の住所が被保険者証の住所と
同一かつ本人が実際に居住していること
給付対象のリフォーム工事は次の 6 項目です。
①手すりの取り付け

着工前に必ず介護支援専門員
（ケアマネジャー）や地域包括
支援センター等にご相談くださ
い。

冬になると
悩まされる結露の正体は空気中の水蒸気。冬の窓ガラスに結露が発生するの
は、冬の冷たい外気で冷やされたガラスに、暖房などで暖められた空気が付着
して水になるためです。
結露を防止するために気を付けなくてはいけないのが、暖房器具の選び方。
燃焼タイプの暖房器具は燃焼中に燃料中の水蒸気を放出しているため、結露
の発生を促進してしまいます。冬場の暖房で結露対策にはエアコンや床暖房
などがオススメですが、湿気を発生させにくいため乾燥には注意し、適度の加
湿を心がけましょう。
参考文献：東北電力『暮らしのエコマガ』

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！

