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ユニクロ万歳！でも開発もっと頑張れ（笑）
こんにちは。ＳＫホームの佐々木でございます。春先

こんにちは。新年度である 4 月は、スタートの月とも

のこの季節『三寒四温』などと使いますが、だいぶ春ら

言えますね♪待ちに待った春を迎え、爽やかな気持ち

しい日が多くなってきましたね。しかし風の冷たさが

でこのひと月を乗り切りたいものです。

身にしみて未だにタイツを脱げないでいます(笑)３０

さて、春といえばお花見の季節。県内には千秋公園や

代中頃から寒くなるとタイツなどを履くようになりま

角館武家屋敷通りなど、たくさんの桜名所があります

したが、年々、履いている期間が長くなっていってるよ

ね。皆さんのお気に入りの桜名所は何処ですか？

うな気がします。２０代の頃はタイツなんぞを履いて

それから 4 月２５日（火）から２９日（土）は、

いる自分なんか想像できないくらい、冬でもチョー薄

大曲の花火～春の章～第 16 回国際花火シンポジウム

着で過ごしてたのですが…。ちなみに最近は１１月頃

「世界の花火 日本の花火」が、全国花火競技大会開催

からＧＷ頃まで履いているので、１年の半分をタイツ

会場（大曲花火大橋 下流河川敷）で開催されます。こ

を履いて過ごしてる事になります（笑）子供の頃は、曾

れは、世界各国の花火関係者が一堂に会し、研究成果の

祖父や曾祖母が夏でも下ズボンを履いてるのを見て、

発表や商談取引が行われる国際会議だそうで、世界の

『夏にそんなの履いてて暑くないの！？』と聞いたの

国際色豊かな花火と日本の技術の枠を集めた花火が共

を覚えていますが、自分は息子に聞かれる日もそう遠

演します。第１回は１９９２年カナダ・モントリオール

くないような気がいたします…（涙）しかし最近のタイ

から始まり、世界各地で概ね２年に一度開催されるこ

ツは機能性も格段に向上してきて『発熱、保温、保湿性』

の大会、日本での開催は２００５年に滋賀県で行われ

は本当に素晴らしいと思います。冬にズボンの下に１

た第８回以来、２回目と

枚履くだけで本当に暖かいです。ただ願わくば、更なる

なります。詳細は大曲の

『消臭、抗菌性』の向上を期待したいと思います。そう

花火オフィシャルサイト

すれば子供たちから服のニオイを嗅がれて、
『お父さん

に掲載されていますので

臭い（笑）』と馬鹿にされる事もなくなるんじゃないか

チェックしてみては？

と思う今日この頃です…（涙）

佐々木 学

事務・佐々木

次々と更新されるなど、飽きてしまわ
オンラインゲームは、
「ネトゲ」

合にあわせて遊べたり、時間を気に
味として楽しむ人が増えていま

★ペット用オートフィーダー

せずにいつでも楽しんだりできま
す。囲碁・将棋などの対戦から、

まずは無料のオンラインゲームや
用できます。

体験版などを利用してみましょう。
世界中の人と対戦したり、パー

「ペ ット 用オ ート フ ィーダ ー」
は、いわば ペ ットに対す る 「
自動給
飼 システム」で、予め時間や分量を
設定 しておくと、 飼 い主が 留守 の
時 でも自 動 でフードが 出 てき て、
ペ ットに餌を与 えられ ると いう機
器 です。さ らに このオ ート フ ィー
ダ ー の「
カメラ付」と いう新型 モデ
ルが 発売されま した。カ メラに加

ま すね 。

にと って嬉 しいシ ステムと 言え

に、 一人暮 らし の方や忙 しい方

で のタイ マー給餌も 可能 です。特

とき には、あ らか じめ録音 した声

す。 リアルタイム で操作 でき な い

か け る こと が 可 能 に な って いま

か ら スマホを使 ってペ ットに話 し

の機能が 搭載され てお り、 外出先

え、 マイクや赤 外線 セ ンサ ーなど

ペットと暮らそう♪

ない工夫がされています。自分の都

オンラインゲーム
（ネットゲーム）とも言われ、趣

モンスターを倒す RPG まで幅広く用

す。ストーリーやシステム、キャラク
意されており、無料でできるものも多

ターも非常に多種多様で魅力的なも
いので、パソコン・スマートフォン・

のが多く、大人でもつい夢中になって
タブレットなどの端末とインター

しまうので、あまりハマり過ぎないよ
ネット回線があれば誰でも気軽に利

うに注意が必要です。

ティーを組んで行動したりと、自宅に

自分にあったものを探しだすとい
居ながらにしてゲーム仲間が増えて

う楽しみからスタートし、これだと思
いくのが魅力の一つとも言われてい

うものをはじめれば長く楽しむこと
ます。また、新しいゲームのデータが

ができるでしょう。

★ 週末にご用心？

一週間を通して節約 した のに、週末

と い う経 験 は あ

忙 し い毎 日を 乗 り 切

の散 財 で台 な し

りま せ ん か ？

り、や っと迎えた休 日。「
自分 にご

褒美をあげ ても良 いだ ろう」と、お

金を使 いすぎ てしま っては努力が

無駄にな ってしま います。少 しでも節

約 でき るよ うな 日帰 り旅 行や 無 料 の

イベントなど、安く て楽 しいことを検

討 し、それを満喫す ると いう 工夫を し

てみま し ょう。毎 週末に無駄遣 いをす

ると いう のは いただけませんが、家計

簿などと相談 し、月に 一回とか何か の

記念 日とかに、良 いも の ・
良 い思 い出

のため にお金 を 使 う こと は必 要か も

しれません。

「
自分 へのご褒美」も 工夫次第 です。

～「シアル酸」をご存知ですか？～
近年、美容分野で注目されている成分のひとつに

食物の場合は、ツバメの巣は高級食材であり、毎

「シアル酸」というものがあります。シアル酸は、

日摂るのは難しいかもしれません。身近な食べ物の

中華料理で出されることもあるツバメの巣の主成

中では、卵が挙げられます。卵黄の横にあるカラザ

分で、アンチエイジング効果が期待できると言われ

と呼ばれる部分に、シアル酸は多く含まれていま

ている成分なのです。絶世の美女とうたわれた中国

す。その他には、ローヤルゼリーにもシアル酸が多

の楊貴妃は、ツバメの巣を食べることでその美貌を

く含まれていることがわかっています。サプリメン

維持していたのではないかと言われています。

トなどで入手しやすいので、ぜひお試しください。

シアル酸は、細胞間の伝達役といった働きをする
ことから、肌に良いヒアルロン酸やコラーゲンを必
要な場所に誘導してくれるものです。いわば、美肌
の司令塔のような役割を果たしているのです。その
ため、美容ドリンクなども、シアル酸が配合されて
いるものがより効果が高いと言えます。

から
まで

「中華料理のマナー」
中華料理は大皿に盛ってあり、それを各自で取り
分けるので、まず最初は主賓から取ってもらいます。
円卓を回すときは時計回りにし、食器がぶつから

取り皿は何枚使っても構いませんが、取り分ける
ときも食べるときも取り皿は一切手に持ちません。
最初の一口は全員一緒に食べ始めます。

ないか、他の人が取っている最中ではないかなどを

餃子や春巻きなど食べにくいものは、一度食べや

確認すること。また、立ちあがるとマナー違反なの

すい大きさに切り分けてから口に運び、麺類は一度

で、必ず座ったまま取ってください。

れんげにとってから食べます。

食べ物を残すのはマナー違反なので、自分が食べ
られる分だけを取り分けるようにしましょう。

ウーロン茶やジャスミン茶などの中国茶は食後で
はなく食事中にいただきます。蓋付きの湯飲み茶碗
の中に茶葉が入っているときは、左手で湯のみ茶碗
を茶托ごと持ち、右手で蓋をずらして飲みます。
急須
を使う場合は、蓋を少し右にずらすとおかわりのサ
インになります。料理は他の人の分まで取り分けま
せんが、お茶は隣の人にも入れてあげましょう。
また、テーブルクロスで口を拭くこともあります。
これは「食事がおいしかった」という意味で、中華だ
けでなく、イタリア料理でも認められています。

【私を磨くテーブルマナー】

http://www.table-manners.org/chinese/

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

さまざまな「緑の豆」
私たちが食べる緑色の豆には、いくつもの種類があります。枝豆・グリンピース・エンドウ豆・インゲン豆・
ソラ豆などが思い浮かびますね。けれども、これらの中には、食用にする
ための収穫のタイミングによって呼び名が変わっているだけで、もとも
とは同じもの……というものがあります。
例えば、熟す前のエンドウ豆を収穫して取り出した種の部分がグリン
ピース、さらに未熟な状態をさやごと食べるのがサヤエンドウです。サヤ
エンドウ→グリンピース→エンドウ豆という段階を踏むわけですね。
さらに、枝豆と大豆も同じものです。まだ緑の若い未熟豆が枝豆で、そ
れが茶色く乾いてきたものが大豆になるのです。

＜今月のヒント＞ リフォーム会社の探し方
す。
「大手だから」とか「有名なデ

るなど、多くのメリットがあるの

ザイナーさんがいるから」など、

で安心なのです。

いろいろな理由で遠方の業者に
頼む方は少なくありません。
家のリフォームも、新築同様に

たとえば「ホームシアターを作

信頼できる会社選びが成功への

る」などの特殊な専門性を問われ

第一歩です。親しい人からの紹介

る工事の場合は、たとえ遠方で

やお付き合いのある業者に頼め

あっても専門の業者に依頼した

れば安心ですが、自分で探す場合

方がいいかもしれません。

はリフォーム会社検索サイトな

けれども、一般的なリフォーム

どを利用してみましょう。

の範囲であれば地元の業者を選

ただ、前提として、自宅近くの

んだ方が小回りが効き、何かあっ

業者を選ぶということが大切で

たときにすぐに対応してもらえ

少しずつ暖かな日が増え、だんだんと冬物の出番が減っていました。そんな冬物収
納する際によくあるのが「虫食い」ですね。きれいに洗濯してからしまったのに、い
ざ翌冬になって出してみたら穴が空いていた・・・という経験はありませんか？また、
高温多湿の夏を乗り切れずにカビてしまうこともあります。冬物を収納するときの、
虫食いやカビ対策はとても重要です。
〈虫食い対策〉
防虫剤を正しく使えていますか？おすすめは、しっかりと密閉できるケースと一緒に使うこと。引き出し
を頻繁に開け閉めする、蓋がしっかりと閉まっていないなどは、薬剤が収納ケースの外に漏れ出してしまう
原因です。防虫効果を十分に発揮するために、ケースにも注意しましょう。
〈カビ対策〉
カビを防ぐには、まずカビの餌になってしまう衣類の汚れをしっかり落とすこと。一番重要なのは、湿気
のコントロールです！湿度が 70 ～ 80％になるとカビが生えると言われています。
カビ対策のポイントは、①湿気は下の方に溜まるので、湿気に弱い衣類は高いとこ
ろにしまう②除湿剤を置く③押し入れやクローゼットはサーキュレーターや扇風機
などで定期的に風通しする、の 3 点です。コツを抑えて、お気に入りの衣類を長く
楽しみましょう！
参考文献：アイリス

収納インテリアドットコム「冬物衣類のスッキリ収納術ステップ１・２・３」

季節を感じながら、爽やかに楽しく筋肉保持を図りたいですね。
ただ、これまで取り立てて運動をしてきたわけでもない方がいきなり運動を始めるというのはなかなか難しいです…
そこで今回は、いつでもどこでも誰でもできる「ウォーキング」の特集です。
ウォーキングの効果については様々な研究結果が発表されています。
主に中高年者での調査ですが、ウォーキングは「うつ病」「認知症」予防に
も
効果的とされ、特にメンタルヘルス分野での効果も注目されています。
更に「骨粗鬆症」「筋減少」などの老化予防や「動脈硬化」「メタボリック
シ
ンドローム」の予防などにも効果があるみたいです。
春の訪れと共にウォーキングに出かけましょう！
玄関周りのバリアフリー改修をすると
お出かけ時の煩わしさが軽減します。
靴の脱ぎ履きの動作負担が大変で外出
を敬遠する方が割と多いんです・・・
框用手すり

框用踏み台

屋外用手すり

○靴の脱ぎ履き時の姿勢を保持します！

○框の段差が緩和され昇降動作が楽に…

○屋外の階段も安全に昇降出来ます♪

ケガ防止のためウォーキングの前後に
ストレッチングをしよう！

ストレッチングのコツは・・・
☆反動をつけない
☆１０秒から２０秒静止
☆息を吐きながら
☆気持ちの良い程度
☆併せて１０分間くらい

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！

