6月16日

かしょう（かじょう）

「嘉祥の日」？ ○○○の日です！
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平安時代の西暦848年6月16日に年号を「嘉祥」
と改め、神に16種類の菓子を供え、祈願したら疫
病がおさまったとの故事にちなみ、「嘉祥の日」
とされました。この日に厄除け・招福を願って菓
子を食べる風習が広まり、昭和54年に全国和菓子
協会が「和菓子の日」としました。
和菓子職人の技が作りだす芸術品のような練り切
りや、寒天の透明感を生かしたお菓子は見ている
だけでも心が豊かになります。季節感あふれる素
材や形、味ももちろんですが、命名までも楽しめ
ますね。この日用に特別なお菓子を作るお店もあ
るそうです。今夜のデザートに和菓子を選んでみ
てはいかがでしょうか。
水分の多い
水ようかん等は
冷凍は苦手！

お抹茶にして
みるわ！
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伊藤建設が、生活の楽しい情報、知っておくとちょっと お得な情報をお届けします。

美味しい
アートだね。

豆知識
生の和菓子は当日中に食べるのが基本ですが、
沢山いただいた時などは冷凍保存をおすすめ
します。なるべく空気に触れないようにして、
保存は2週間を目安に。常温で解凍したらす
ぐに食べましょう。

代表取締役
伊藤 淳寛
い とう

あつ ひろ

こんにちは。6月梅雨の季節です。特にお風呂は常に湿気があるのでカビ
が生えやすいですね。カビの繁殖条件は温度が20〜30度、湿度が60%から
で、栄養源は汚れなどです。お風呂のカビの栄養は皮脂や石鹸・シャン
プーなどで、黒カビは体から洗い流された皮脂や垢が主です。ピンク汚れ
は「ロドトルラ」と呼ばれる酵母菌です。カビは奥深くまで入り込んでい
るので表面をきれいにするだけでは、またすぐに繁殖します。掃除の例と
しては、カビ取り剤を塗ってラップで密封し、しばらく放置して奥深くま
で浸透させてから掃除します。または大さじ４の重曹を１リットルのぬる
ま湯に溶かし、吹きかけて2,3時間後に歯ブラシでこすります。50度のお湯
を90秒ほどかけるとカビが死滅するそうなので定期的に行うのも効果あり。
カビ予防は他に入浴後に壁や床に冷水シャワーをかけるだけでも効果があ
るそうです。繁殖条件がそろわないようにすることがポイントです。

6月の12星座占い
今月のあなたは何事にも積極的な気持ちにな
れます。これまではためらいが生まれていたこ
とにも果敢に挑戦していけるので、大きな成果
おひつじ座
（３／２１ ～ ４／２９） を出しやすいでしょう。

誰かの役に立つことで小さな幸せを感じられそ
うです。あなたに何か相談する人がいたら、あ
なたに背中を押してほしいはず。まずはじっく
てんびん座
（９／２４～ １０／２３） りと話を聞いてあげて。

公私ともに安定して物事を進めていけます。周
りからの信頼を得るきっかけを上手くつかんで
いくことができるので、自分の感覚を信じて行動
おうし座
（４／２０～ ５／２０） していけば問題ありません。

ふだん話をしたことのない人と口をきく機会があ
りそう。思っていたより話しやすいとわかったり、
冗談を言って笑い合ったり、相手の意外な面を
さそり座
（１０／２４～ １１／２１） 知ることになるでしょう。

どんな場面でも自分の感覚で物事を進めていけ
ます。周りの動きに左右されることなく、あなた
自身の立ち位置をしっかり確保できるので、悩
ふたご座
（５／２１～ ６／２１） むことも少ないでしょう。

とてもまじめで常識のある、信頼できる人と出
逢える予感。誠実なその人にきっと好感を抱く
はずです。その人との距離を縮めたいのなら、
いて座
（１１／２２～ １２／２１） じっくり交流を重ねるとよいでしょう。

以前からやりたいと思っていたことがあるなら、
すぐに実行してみましょう。家族や友人を誘うの
もいいでしょう。また、前向きな姿勢で努力するこ
かに座
（６／２２～ ７／２２） とが金銭運アップのポイントです。
人間関係に、喜ばしい変化が訪れるでしょう。
新しい人脈を築いたり、切磋琢磨できるライバ
ルを得たりするのかもしれません。人が集まる
しし座
（７／２３～ ８／２２） 場所へは積極的に出かけましょう。
あたたかなコミュニケーションが取れそうな月。
家族や仲のよい友人に感謝の気持ちを伝えて
みましょう。「ありがとう」の言葉と共に、相手の
おとめ座
（８／２３～ ９／２３） 趣味に合う小物を添えてみて。

遠くに住む知人を思い出すことがあれば、絵手
紙にして出すと親交を温められます。相手への
気遣いや共感を大切にすることがポイントに。
やぎ座
（１２／２２～ １／１９） 充実感が得られるでしょう。
何事も効率良く進めることができるでしょう。何
よりも「働くこと」が開運のカギになるので、とに
かく精力的に動いてみてください。必ず大きな
みずがめ座
（１／２０～ ２／１８） 実りを手に入れられるでしょう。

うお座

老若男女や職業などを問わず、さまざまなタイ
プの人と親交を深められるときです。興味のあ
ることには積極的にチャレンジしてみてください。

（２／１９～ ３／２０）

３月号 【NO.4】 クイズ答え

店長の山本です！皆様との出会いを大切にしながら、快適な住まい作り
のお手伝いが出来ればと思います。
家族は4名で、妻と子供２人で暮らしています。
趣味はドライブ（温泉めぐり）、映画鑑賞、読書です。
健康のためにと休日はジョギングをしていますが、最近は体重が減らな
くなりました、、、（T_T）
これからは梅雨の時期に入ります。湿気対策の商品も用意しております
のでお気軽にお声掛けください。宜しくお願い致します。

LIXILリフォームショップ
伊藤建設 店長
やま もと

ひで ふみ

山本 秀文

こんにちは！ 住まいメイトの林です。
お客様の元を訪問させていただくようになり半年が経ちました。
岩沼市内の道路も少しずつ覚え、車の運転にもちょっと余裕が
出てきたように感じます。
はじめはお客様とお会いするのがドキドキで、情報誌をお渡し
するのが精一杯でしたが、近頃はお客様とお話できるのがとて
も楽しみです。
趣味のお話や、お庭で作っていらっしゃるお花や野菜の話、
ペットの話など、話し込んでしまうこともしばしば(^^)
お客様の明るい笑顔を見れると、なんだかとても元気がでます。
市内で訪問活動中の私たちを見かけましたら気軽に声をかけて
下さいね。

伊藤建設

No.7
2017年 6月号

家電大好き

健康

衣類乾燥除湿機

溜めない！

梅雨時は洗濯物が乾かなくて困ります。部屋の中は洗濯物だらけ、
生乾き臭も気になる・・・ゆううつな気分も倍増ですね。

洗濯物は5時間以内に乾かせば、生乾き臭が抑えられます。いつも
の洗濯の基本と同じですが、①洗濯物は溜めずに小まめに洗う（タオ
ル類も） ②この時期は酸素系漂白剤や抗菌・除菌の部屋干し洗剤を
利用して汚れ・匂い菌を減らす ③早く乾かす ④洗濯槽の掃除
⑤香り付き柔軟剤で安心しない、といった点にも注意してみましょう。

除湿機には「コンプレッサー式」、「デシカント
（ゼオライト）式」その両方式を併せ持つ「ハイ
ブリッド式」の3タイプがあります。 それぞれに
メリットとデメリットがあるので、ご自宅にあっ
た機種を選びましょう。

かんたんレシピ
甘納豆 de 水無月

夏越祓
夏越の大祓

A

 水 150cc
 甘納豆 60g

Health

それは
もしかしたら！

汗が出にくい、熱が身体にこもりやすい人は、冷房や運動不足で汗腺がうまく働い
ていない可能性があります。この時期からできる、お風呂で汗腺を鍛える方法の
ご紹介です。汗腺が正常に機能すると、夏バテや熱中症の予防にも役立ちます。

■ ①熱めのお湯で手先とふくらはぎを温める
湯船に42℃～44℃の熱めの
お湯を20～30cm程度入れる。
低めの洗い椅子をその中に置
き、イラストのように肘から手
先、ふくらはぎが浸かるように
して10～15分ほど温めます。

熱がこもってる
けど・・・

■ ②ぬるめのお湯で半身浴
①で温まった身体をゆっくりと落ち
着かます。ぬるめのお湯を足し、
38℃位にして、心臓や肺に負担の
かからない半身浴でリラックスしま
しょう。15分～20分程度。
■ ③入浴後と水分補給

6月30日の「夏越祓（なごしのはらえ）」に京都で食べられている
「水無月」。今年の半分を過ごせた感謝と、暑い夏を無事に過ご
せるように、との願いを込めたお菓子です。ゆで小豆のかわりに
甘納豆を使い、電子レンジで簡単に！

三角形は氷の
かけらを表して
います。

 薄力粉 40g
 片栗粉 10g

E-mail:honsya@itokensetu.co.jp
住所：宮城県岩沼市桜五丁目3番59号
TEL：0223-24-2383 FAX：0223-22-2264 ホームページ：http//www.iitokensetu.co.jp

クローゼットや
押入れの中も
湿気がいっぱい！

除湿機豆知識

（２人分)
14cm×14cm

LIXILリフォームショップ伊藤建設

そこで注目したいのが『衣類乾燥除湿機』。室内の除湿だけでなく、
部屋干しの洗濯物をより早く乾かす為の機能が強化されています。
イオン発生や脱臭フィルターで匂いを減らす対策も。これに扇風機や
サーキュレータをプラスすると更に早く乾かせます。

いいね！

材料

伊藤建設株式会社

①ボウルにAを入れ、泡立て器でまぜ
合わせる。次に水を加え、よくまぜた
ら四角い耐熱容器に入れる。この時
30ccをボウルに残しておく。
②ラップを軽くかけ、電子レンジ500W
で4分（600Wで3分20秒）加熱する。
ラップをはずし、その上に残りの30cc
を入れ甘納豆を乗せてラップを軽くか
け、2分（600Wで1分40秒）加熱する。
取り出す時は熱いので気をつけて！
③粗熱が取れたら完成です。冷蔵庫
で30分ほど冷やしていただくのも可。
※電子レンジの機種により加熱時間が変わ
りますので、ご自宅の機種に合わせて加減し
てください。
※甘いのがお好きな方はAに砂糖を20～40g
を入れてください。

入浴後はクーラーなどを使わずに、自然に体温
を下げましょう。また、入浴前後、入浴中も水分
の補給を忘れずにしましょう。

■持病のある方は主治医にご相談ください。体調が悪い、熱がある、飲酒飲食直後などはやめましょう。

熟語発掘
クイズの答えを募集します
正解者の中から抽選で10名様
にプレゼントを差し上げます。
はがき、ＦＡＸ、メールにて
①クイズの答え②郵便番号③住
所④氏名⑤電話番号をお書き
の上、当社宛にご応募下さい。
〒989-2433
岩沼市桜五丁目3番59号
リフォームショップ伊藤建設
7月末日までご応募ください。

部分的に隠れている漢字を元に戻し、三文字熟語をまず３つ発掘します。
次に、太枠の漢字を使ってできる三文字熟語が答えです。
最初の3つのヒントは
上から義理人情？
日焼け？
発電？かな！

