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神様お願い、アタクシに高級釣り具を買ってくれ！
皆さま、こんにちは。ＳＫホーム佐々木でございま

佐々木まなぶ

こんにちは。最近では雪日数が減り、いよいよ春が近

す。ボチボチ春の訪れが感じられる日々になりました。

づいてきましたね。日の入りも遅く、一日が長く感じら

春と言えば…釣りシーズン開幕ですが…それは措いと

れるようになりました。

いて…春と言えばアタクシ佐々木学は４３歳になり、
禁煙生活も丸３年になります。まあ禁煙の話も措いと
いて…４３歳と言いますと…晴れて後厄も抜け、超バ
ラ色の日々が訪れる予定…でございます(笑)

若い時

さて、3 月と言えば卒業シーズンですね。学生だけで
なく、社会人にも卒業はつきものです。
そこで、卒業に因んだ質問です！皆さんは、何か卒業
したいと思っていること等ありますか？

分はご多分に漏れず『神様だれそれ！？』って感じだっ

私の場合は、ダラダラとしてしまう生活から卒業し

たのですが、最近では日々、
『神様ありがとう！』と思

たいです。特に予定が入っていない休日は、ついつい生

うようになりました。ご縁があってか、前厄の年（３９

活スタイルが乱れがち…（苦笑）
。後になって、
「あの時

歳の正月）に神奈川県鎌倉市の鶴岡八幡宮に参拝する

これをやっておけば良かったな～」と後悔することも

機会がありました。で、その時たまたまなのか、思い立

しばしばです。だからこそ、もっと空いている時間を有

つ事があったのか、御社殿で御祈祷を受けてからは何

効活用して、毎日をより良く過ごしたいものです。私は

かに目覚めたように、会社事務所や自宅にも神棚を設

今の生活を見直して、４月から充実した生活を心がけ

けて手を合せる様になりました。誰かに勧められて始

たいと思っています。

めた訳ではなく、また誰かに押し付けるつもりも全く

皆さんもこの機会に身の回りのことを振り返って、

ありませんが(笑)、神様に毎日手を合せる…ナカナカ朝

今までとは違っ

から気分が良いものです！そんなアタクシですが、仏

た素敵な新年度

門では某芸能人のように俗世を離れ出家をするなどと

を迎えてみませ

言う事がありますが、煩悩と物欲にまみれ世俗を離れ

んか？

ずとも毎日家で手を合せる事が出来る、超ユルユルな
『神道』が大好きです(笑)

佐々木 学

事務・佐々木

消、爽快感を得ることができます。姿
「乗馬」というと、とても優雅

★ ハリネズミが人気

るということでも注目されていま
ため、「やってみたい気もするけ

いるという説もあります。
確かに、きちんと始めようとすると

全く経験のない方は、安全に始めら
乗馬クラブ（教室）に入る必要があり、

ずは、無料で体験や見学をさせてくれ
馬と触れ合いながら楽しく体を動

るクラブを訪ねてみましょう。
かすことで、健康維持やストレス解

ハム スタ ーやウサギ など の小動
物 ペ ット の中 で、 近年、 大人気と
な って いる のが ハリネズ ミ です 。
「
ピグ ミー ヘ ッジ ホ ッグ 」と いう
別名 で呼ば れ る こともあ り、有名
ペ ット専 門店 でも （
犬猫を除 いた
小動物部 門 で）月間 ベ スト ３に 入
る こともあ る人気ぶり です。
飼 いは じめは背中 の針 を立 てて

ん見せ てくれますよ。

も 可愛 らしい姿や表情をたくさ

ます。心を開いてくれれば、と て

と信頼を築 いていく醍醐味が あ り

か るかも しれませんが 、 ゆ っくり

いわれます。慣れ る のに時 間が か

うち に徐 々に警戒心が なくな ると

レ スを与 えな い触 れ方を している

が、手から エサをあたえたり、スト

警 戒 し て く る 子が 多 い よ う で す

ペットと暮らそう♪

勢が良くなり、ダイエット効果があ

馬
乗
でハイソサエティな感じがする

ど、趣味としては考えにくい…」

す。また「ホースセラピー」といっ
という方は少なくないでしょう。

て、馬は人を癒す不思議な力を持って

入会金が 10 万円～、毎月の会費が

れるかという心配もあるでしょう。
1 万 5000 円～、
1 レッスンが 2000

未経験者や初心者にきちんと教えて
円～など、他の習い事や趣味に比べる

くれるところ、金額的にも距離的に
と、かかる金額は少し高めかもしれま

も、通い続けられる範囲のところを探
せんが、ヘルメットなどの道具は、レ

してみましょう。あとは、自分に合う
ンタルも可能なようです。

雰囲気であるかも大切なポイント。ま

★ お弁当を作ろう

例えば、毎 日 コンビ ニでお昼ご 飯を

買うとすると、おにぎ り ・
サラダ ・
ペッ

トボ ト ルのお茶 で約 四五〇円。一か月

に 二十 日出勤す ると、毎 月九千円

です。朝十分ほど 早起きを し、冷凍

食 品を活用してお弁当を作れば 、

一食 二〇〇円弱。お茶も持参すれば、

一か 月で約 五千円 ・
年間六 万円 の節約

が できます。も っと豪華な ランチを食

べていた方は、さ らに節約効果大と い

うわけ です。前夜 の夕食 の残り物を 入

れたり、おかずを少 し多めに作 って弁

当 用に冷凍 したりと、工夫すれば より

手軽 です。ネ ット の大手 レシピ サイト

には、節約弁当 のメ ニ ューもたくさん

掲載され ていますから、ぜ ひ参考 にし

て作 ってみませんか？

～大人女性の「まつ毛」～
「まつ毛の本数がまばらになってきた」
「一本一本

すが、メイクをしなくてもぱっちりとした目で過ご

が細くなった」
「短くなった」と、まつげのお悩みを

すことができます。

抱えている方もいることでしょう。

エクステと比較して、好きな時に取り外しができ

そういった大人の女性におすすめなのが、まず、

るというメリットがあるのは、つけまつ毛です。部

「まつ毛パーマ」です。だいたい 1 ヶ月くらいは

分用つけまつ毛なら、
「盛っている」という印象がな

カールが持ちます。これだけでもぱっちりした目元

く、ナチュラルな感じに仕上がります。

になりますが、さらに「美容液マスカラ」でケアす

お悩みの方は、参考にしてみて下さい。

ると、まつ毛を太く長く見せ、適度なツヤを持たせ
ることができるので、上品さもアップ。美容液でケ
アすることで、パーマの持ちもよくなります。
また、まつ毛エクステも人気です。サロンに通う
という面倒さがあり、接着剤がとれてしまうので洗
顔にオイルを使えないというデメリットもありま

から
まで

「ら抜き言葉」
「ら抜き言葉」という話し方をご存知ですか？
例えば、
「食べることができる」を短く言う時、
「食
べれる」
と言ってしまう方が多いでしょうが、実は間
違い。
「食べられる」が正解です。
この誤用「食べれる」が「ら抜き言葉」です。他に

けれども、
「ら抜き」は今では広く一般に用いられ
ていますから、誰でも一度くらいは使ったことがあ
るのではないでしょうか。
文化庁が発表した「平成 27 年度『国語に関する世
論調査』」では、若い年代ほど「ら抜き」言葉を使っ

も、×「出れる」→○「出られる」、×「来れる」→

ている人が多い傾向にあるとわかりました。今では、

「○来られる」、×「起きれる」→○「起きられる」

気にし過ぎると日常会話に支障が出てしまうと言っ

などが挙げられます。

ても過言ではないかも。学者や専門家の間からも
「友
達や家族との会話ぐらいは『ら抜き』でも良いので
は？」という声も聞こえてきています。
ただし、冠婚葬祭やビジネスシーンで連発すると、
話し手の品格が疑われてしまう、という場合もある
ようです。その見分け方・使い方を解説したインター
ネットサイトや本などが多くありますから、しっか
り確認し、敬語と同じように使い分けを心得ておい
た方が無難でしょう。

【恥ずかしい！「ら」抜き言葉のビジネスメール】

https://allabout.co.jp/gm/gc/464988/

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

ごま油の嬉しい効能
ごま油はごまを原料としているだけあって、健康や美容など嬉しい効能が盛りだくさんの油です。
動脈硬化や肥満を予防するリノール酸やリノレン酸、アンチエイジング効果が期待できるビタミンＥ、生活
習慣病防止に良いと言われるセサミン、がんのリスクを減らすセレンなどな
ど……たくさんの成分が入っています。
さらに、ごま油の特長の一つに「長期保存が可能」ということがあります。
未開封なら２年程度は大丈夫ですし、開封後もフタさえしっかり閉めていれ
ば冷蔵庫に入れる必要はなく、慌てて使い切る必要はなさそうです。
時間をかけて焙煎したごま油ほど色が濃く、濃厚な香りです。お好みに合わ
せてごま油を選んでみてくださいね。

＜今月のヒント＞ 日曜大工で増築したいけれど・・・
通常、防火・準防火地域外で、
延べ床面積10㎡以内の増築であ

で増築するのはなかなか難しい
と思われます。

れば申請はいりません。
しかし、防火・準防火地域に該
「日曜大工好きの主人が二階の

当する場合は、床面積にかかわら

増築を自分でやってみたいと言

ず特定の行政庁へ申請書を提出

い出して……。法的な手続きなど

し決済を受ける必要があります。

は大丈夫でしょうか？」

防火・準防火地域に関しては役所

こんなご相談を受けました。余
暇を利用して日曜大工を楽しむ

内にある建築指導課で確認でき
るでしょう。

人は多いですが、住宅に関する建

ほかにも法規があるので、まず

築規制は地域や用途によって異

は専門家にご相談ください。ただ

なります。

実際のところ、ご自宅を日曜大工

県内ではまだまだ寒さは続きますが、春が来たらスムーズに片付けられる
ように、暖房器具の掃除やメンテナンスに取り組んでみましょう！
まずは石油ファンヒーターやガスファンヒーターについて。ファンのフィ
ルターに埃がたまっていませんか？最近では空気清浄機能のついたフィル
ターつきのファンヒーターも人気です。そのぶん汚れはたまりやすいため、
「完全にしまうには早い」時期から、きっちり掃除しておきましょう。
続いてハロゲンヒーター。扇風機型は特に、パラボラ部分に埃がたまりやす
いものです。埃が焼けて異臭がしているのに、そのまま使っていませんか？埃
は危機の異常の大きな原因になります。取扱説明書の記載通りのお手入れを、
できるだけマメにしておきましょう。このひと手間で、片付ける時はずいぶん楽になりますよ。
最後は電気ごたつ。熱源部分にも意外と埃がたまっています。たまにはやぐら
をひっくり返して、掃除機をかけておきましょう。
新年度は環境などが変わって、日々忙殺されがちです。特に強力な暖房器具の
掃除やメンテナンスは、今のうちにして吉です。
参考文献： All About

暮らし

年末よりも年度末がイイ！？「3 月そうじ」しよう！

っていますか？
日本の家のほとんどが断熱されていないことを・・・
皆さんのお宅はどうですか？
は、熱の出入りが一番多い場所・・・

熱の最大の弱点である 「 窓 」 ・・・
その窓を断熱リフォームするだけで、
室内の体感温度は劇的に変化します！

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！

