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もう履かない革靴を近所の犬に与えてみる…
皆さん、こんにちは。SK ホームの佐々木でございま

は数 10 年前のブランデー数本と赤と黒の鯉の置き物

す。メッキリと寒さも増してきて、もういつ雪が降って

など、買う人がいるのかって物ばかりでしたｗｗｗ

きてもオカシクナイ天気ですね。そう言えば、先月の

ただ実際は、何に高額がつくのか分からないので出品

ニュースレターで、今年は息子とたくさん遊んだこと

してみるつもりですｗ過去にはホント信じられないよ

を書きましたが、虫捕りはもちろんの事、魚釣りもそろ

うな物にあり得ない金額がついたりしてるんですよ

そろシーズンオフになります。雪が降れば息子は、雪遊

ね。何点か例を挙げてみると、『パーマンの空シャン

びやゲームをして過ごしますが、いい大人が雪遊びで

プーボトル 16 万 4 千円』
『EXILE のペアコンサートチ

もないだろうし、今さらゲームにハマりたいとも思わ

ケット 55 万円』
『携帯ゲームの Lv400 アカウント 92

ない、忍耐のワカサギ釣りもやる気は起きないし…ど

万 6 千円』

うしよう…日中、仕事しかやる事がないｗｗｗ

自分でも準備出来そうな物なんかですよね！ただ、コ

どうです皆さん、家にありそうな物や、

最近、どうにもこうにも金欠がヒドクて、使わなく

ンサートチケットはダフ屋行為に当たるので犯罪のよ

なった物なんかをヤフーオークション（通称ヤフオク）

うな気がするんですが…。携帯のアプリゲームなんか

に出品しようと目論んでおります。7、８年前に 1 度ハ

だと時間をかければ何とかなりそうですよね！まあ、

マり、私物（主にフィギュアと単行本）を大量出品して

人気のゲームかの見極めとかは必要なんでしょうが。

1 カ月分程の給料を稼いだのを思い出し、今回は 2 匹

そして本場アメリカはスケールが違う！『イリノイ州

目のドジョウって訳です。ただ今回は、昔のようにコレ

の形をしたコーンフレーク 13 万円ｗ』『野球カード

クションしてた私物もなく、家探し、物置探しをして出

37 枚 4400 万円』『犬に噛みちぎられた靴 3 万 7 千

品物を集めております。やらなくなったゴルフクラブ

円ｗｗｗ』最後はもう訳が分からないですね(；ﾟДﾟ)さ

を筆頭にゲーム機や DVD なんかを出品する予定でい

すがアメリカ…さあ皆さんも家に

ますが、ただ、前回のフィギュアのようなレア物がない

眠るお宝で一攫千金目指しましょ

ので、あまり高額が望めないです。何か珍品がないかと

う！！！

実家の物置なんかを物色してみましたが、出てきたの

(有）SK ホーム 佐々木

学

には老若男女問わず楽しめるスポー
バドミントンは、シャトルとい

式種目として採用されています。そ
大会などの出場を目的に日々

今回は、日頃あまり知られてい
ない、猫に関する雑学（トリビア）
をご紹介しましょう。

節約や環境のためには、車の運転

時はエコドライブの実践が大切です

が、何より「なるべく乗らないように

する」ことが一番。ちょっとした距離

のお出かけやお買い物には徒歩や

自転車がおススメです。

たとえば近所にお買い物に出か

ける時、車の場合、使用するガソリン

の量は１ヶ月約

Ｌ。１４０円／Ｌ

で金額に換算すると約２千６６０円。

１年だと約３万２千円にもなります。

キロメートルで

%、Ｂ型はま

００万頭より多い。

２億４００万頭。犬の１億７３

⑥世界で飼育されている猫は

（１・５メートル程度）

⑤跳躍力は、体高の５倍程度

実際に猫が温度を感じるのは鼻。

④「猫舌」という言葉があるが、

れと言われている。

れで、ＡＢ型に至っては非常にま

の３種類。Ａ型が

95

維持やダイエットにも最適なのです。

きます。運動にもなりますので、健康

い、エコノミー・エコロジーを実践で

ん。まさに、お財布にも環境にも優し

できますし、ＣＯ２の排出もありませ

然ガソリンは使用しませんので節約

車に乗らずに徒歩や自転車なら、当

ると、かなりの出費になるのです。

ほんの少しだから大丈夫……が積も
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20

時速

～

14

③血液型はＡ型、Ｂ型、ＡＢ型

②睡眠は１日

時間。

００メートル走での世界記録）は

①猫は時速

19
走れる。ちなみに人間の最速（１

★近くへのお買い物は徒歩や自転車で
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1992 年よりオリンピックの正
なじみのスポーツです。

★意外？ 猫の雑学（トリビア）

ペットと暮
ペットと暮らそう♪
らそう♪

ツと言えます。

バドミントン
う球をコートの中で打ち合う、お

練習を重ねている人もいれば、休日に

の効果もあってか、競技人口は年々増
仲間と集まってワイワイとする人、ま

加しており、日本国内でも様々な場所
た運動不足を解消するためのレクリ

でサークル活動や大会などが活発に
エーションとして楽しむ人もいます。

なっています。
実は、すべての球技の中で一番初速

休日の体育館などでは、小さな子ど
が速いスポーツとして、ギネスブック

もからご年配の方々まで、幅広い年齢
に記録されています。スマッシュの初

層の方がそれぞれのバドミントンを
速は時速 400km にもなります。とは

楽しんでいます。バドミントンに不可
いえ、相手のコートに入るまでに空気

欠なラケットは、施設によって貸出を
抵抗を受け、かなり減速するため、レ

しているところも少なくないので、気
クリエーションとしてプレイする分

軽にのぞいてみるとよさそうです。

～マスク美容～
昨年から、
「マスク美容」と呼ばれる美容法が流行

に摩擦が起き、肌トラブルの原因になる可能性も。

の兆しを見せています。マスク美容とは、一日中マ

マスクの素材によっては肌荒れを起こしてしまう

スクをつけて、お肌を乾燥や紫外線、外部刺激など

場合がありますし、ニキビの悪化にも要注意です。

から守る美容法のこと。

マスクはこまめに取り替え、清潔に。特にお肌が

まず、マスクの内側では、吐く息によって湿度が

敏感な人は、しめつけが少ないマスクや、天然繊維

保持されるため、肌表面のうるおいキープが見込め

でできたマスクを選びましょう。さらに効果を上げ

ると言われています。紫外線の悪影響からも守られ

るには、化粧水やリップバームなどで保湿ケアをし

るので、乾燥や肌荒れ防止効果も期待できるそうで

てからマスクをすると良いそうです。

す。また、唇のしっとり・ふっくら感を保つには、
「な
めない、むかない、こすらない」がポイントなので、
唇の美容にも向いていると言われています。
しかし、マスクのサイズが小さすぎたり、ゴムの
圧迫が強すぎたりすると、頬の高い部分や耳まわり

から
まで

「箸のマナー②」
前号に引き続き、やってはいけない箸（はし）の使
い方をご紹介していきましよう。
①探り箸 汁物の中を箸で探ったりして自分の好き

⑩寄せ箸 食器を箸で手前に引き寄せる
⑪たたき箸 ご飯を頼むときに茶碗をたたいて頼む
以上のような無作法な行為は、前号の冒頭でもご

なものを探り出す

紹介したとおり、
「嫌い箸」
「忌み箸」
「禁じ箸」など

②重ね箸 一つのおかずばかり続けて食べる

という総称で呼ばれ、一緒に食べている人に不快な

③かみ箸 箸の先をかむ

気持ちや不潔な感じを与えてしまうとされていま

④移り箸 一度とろうとして、他の料理に移る

す。悪気はなくても、
「知らずにやっていた」という

⑤なみだ箸 箸の先や、とった食べ物から汁などを

こともあるかもしれません。少しでも意識すること

ポタポタ落とす

でお互いがより楽しい時間を過ごすことができます

⑥わたし箸 食事の途中で食器の上に箸を渡して置

し、何よりきちんとしたマナーは相手に安心感を与

く（これをすると「もうご飯はいりません」という意

えることにもつながります。心がけてみましょう。

味になる）
⑦違い箸 異なった箸を一対にして使う
⑧かき箸 箸で頭などをかく。不衛生で危険
⑨かきこみ箸 お茶碗を口に当てて箸で中のものを
かきこんで食べる

【箸のマナー】 http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~ioku/foodsite/hashi/manar.html

これで今夜のおかずはおまかせ！

【参考】 NHK みんなの今日の料理

http://www.kyounoryouri.jp/

シシャモは日本特有の魚
シシャモの旬は 11 ～ 12 月です。
「本物のシシャモ」が獲れるのは、世界中で北海道の太平洋沿岸だけ。実
は、シシャモは日本特有の魚なのです。サケと同様、秋に川を上って産卵します。
この時期に漁獲される雌の「子持ちシシャモ」が有名で、旬のこの時期、地
元では刺身や寿司ネタになることもあります。ただし、近年は北海道産のシ
シャモが減少していることから、店頭に並ぶシシャモのほとんどは、カナダや
ノルウェーからの輸入品で、「カラフトシシャモ」（英名・カペリン）と呼ばれ
る種類だと言われています。
シシャモという名称は「柳の葉の魚」を意味するアイヌ語の「スス・ハム」
または、「シュシュ・ハモ」に由来し、漢字でも「柳葉魚」と書きます。

＜今月のヒント＞ 引越しなしのリフォーム
ただし、リフォームをする部屋
の家具や荷物を別の部屋に運ん

内容によりますので参考程度に
お考えください。

だり戻したりする手間はかかり
ます。引っ越し業者に頼む方法も
建材や設備機器の進歩、施工方

ありますが、ある程度の量であれ

法の工夫などによって、以前は仮

ば、施工業者さんに協力していた

住まいが必要だったレベルのリ

だけないか聞いてみてください。

フォームも、今は我が家に住みな

もしかすると、サービスで移動し

がらリフォームをすることが可

てもらえるかもしれません。

能になりました。

工事日数の目安は、増・改築１

引越しの手間だけでなく、工事

～２ヶ月、内装の改装２～３週

の進捗状況をその都度確認でき

間、キッチンの入れ替え１～２週

る点もメリットでしょう。

間、トイレや洗面所１週間。工事

ココロもカラダもほぐしてくれるお風呂ですが、予め知っておきたい“あぶない”があります。
『ヒートショック』です。
ヒートショックとは、温度の急激な変化で、血圧が上下に大きく変動することなどが原因となり起こる健
康被害のことです。失神や心筋梗塞、不整脈、脳梗塞を起こすこともあります。
寒い季節は、このヒートショックが起こりやすいので、特に注意が必要です。

～ヒートショックの予防と対策～
・部屋ごとの温度差を小さくする
・お湯を溜めた浴槽に、ふたをしないでおくか、シャワーで浴室を温めておく
・お風呂の温度は３８～４０℃のぬるめに設定する
・いきなり熱いお湯に入らない
・食後すぐや、空腹時にはお風呂に入らない
・肩までつからず、身体への負担が少ない半身浴にする

秋になって真っ赤なリンゴが出回るようになりまし

～真っ赤なリンゴも品種はいろいろ～

た。イギリスにはリンゴにまつわるこんなことわざ

「赤リンゴ」と言っても、よ～く売り場を見ると品

があります。

種がいろいろあることがわかります。

「一日一個のリンゴは医者を遠ざける」
リンゴは健康効果が高いフルーツです。クエン酸や

特徴を知っておくことで、より自分好みのリンゴに
出会えるかもしれませんね。

リンゴ酸などの有機酸や、カリウムなどのミネラル
類、水溶性の食物繊維ペクチンなどが豊富に含まれ
ているので整腸作用にすぐれています。しかも胃腸
にもやさしいので赤ちゃんからお年寄りまで食べる
ことができるのです。その効果はこんなにも・・・

ふじ：日本で一番多く出回る品種。甘く、食味に優
れている。

・便秘や下痢を解消する
・疲労回復に効果的
・むくみを予防、改善
・美肌、美白に効果的
・女性に多い大腸がんの予防
・胃散の量を調整してくれる効果
・アレルギーを緩和する
・適度な歯ごたえで虫歯予防に

陸奥：果汁が多く、香り豊かで、甘さと酸味のバラ
ンスがちょうどいい品種。
つがる：糖度が高く、多汁で、最も食味がいいリン
ゴ。
紅玉：酸味が強く、さわやかな香りの品種。
料理や加工に向いている。
ジョナゴールド：甘さと酸味のバランスが良く多汁
なリンゴ。そのまま食べても加工
しても良い。

リンゴを食べるなら皮ごと！でもしっかり水洗い！
リンゴを特徴づける真っ赤な皮には、ポリフェノー
ルがたくさん含まれています。高い抗酸化作用を期
待するなら、皮ごと食べるのがベストです。
ですが、残留農薬の心配もあるのでしっかりと水洗
いをしましょう。塩水や酢水に１０分程度浸してお
くのもいいそうですよ。

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！

