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冬至は一陽来復
頑張る！

寒さも厳しくなるこの頃、いちばん夜が長く昼が短い
『冬至』をむかえます。この日を境に太陽の力が戻
り、運が上がる日『一陽来復』とも呼ばれます。今年
はなんだかついていなかったなぁ…という方も、これ
から運が上がるんだ！と思えたら、少し（かなり？）気
分もアップしますよね。
冬至は『湯治』、柚子湯は『融通がきくように』の語呂
合わせとも言われますが。柚子の強い香りで邪気を
払い、体を清めたのが始まりとも…菖蒲湯などと同様
です。柚子湯でリラックスしたらもうすぐ新年！明るい
未来に、寒さの中でもパワーが出そうです！
寒天と
キンカンは
デザート

ギンナンは
おつまみ

残りで“運盛りうどん”は
どう？
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No.11
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。

これから
良くなる！

豆知識
「ナンキン（かぼちゃ）「レンコン」「ニンジン」「カンテ
ン」「ギンナン」「ウンドン（うどん）」「キンカン」が“冬
至の七種（ななくさ）”です。名前に「ン」が２つつく食
べ物を食べると運が呼べるとされ、“運盛り”ともい
われます。かぼちゃが有名ですが、こんにゃくや冬
至粥（小豆粥）を食べる地域もあります。

2017年12月１日発行

こんにちは、リフォームショップ店長の山本です。
今年も残りわずかとなりました。ショップもオープン1周年を迎え、少しずつ
ではありますが相談に来られるお客様も増えてきました。
新築やリフォーム工事でお世話になったお客様、また感謝祭や相談会に来
場されたお客様、本当に有難うございました。
OB客様には定期的にこの「住まいる通信」をお届けしておりますが、読む
事を楽しみにして頂ける方やクイズに応募して頂ける方、 またレシピを見て
実際に作ってみたという方のお声を聞けて大変うれしく思います。 今後も
定期的に暮らしに役立つ情報をお届けして行きたいと思います。
来年も相談会やリフォームフェア、感謝祭などの催しを企画したいと思いま
すので機会があればご参加頂ければと思います。
本年は大変お世話になりました。来年もご愛顧の程、宜しくお願い致します。
リフォームショップ店長

12星座占い
積極的に新しいものを取り入れ、すぐに試してみ
ましょう。自分に必要がないものはすぐに手放す
事が結果を出す鍵です。ストイックに自分を追い
おひつじ座
（３／２１ ～ ４／２９） 込んだ方が良い結果が出そうです。

山本 秀文

仕事や友人関係を通じて、今まで気が付かな
かった価値観を見出すことができます。自分の
得意分野をのばしたり、興味のあることを追求
てんびん座
（９／２４～ １０／２３） してみたりするのも良いでしょう。

創作や趣味の事を楽しめる時期。新しい出会い
無駄な出費に注意をしてください。ストレス発散
や関係性がもたらされ、新しい自分になることが
にお金を使うのは良いですが、あまり欲しくもな
促されます。積極的に相手の意見、価値観や観
いものにお金を使ったりするのはNG。財布のひ
さそり座
おうし座
（４／２０～ ５／２０） 念を取り入れると来年に続く運気が上がります。 （１０／２４～ １１／２１） もを引き締め、本当に欲しいものを考えましょう。
自然に周囲の反応が変わる時期。肩に力を入れ
いて座のあなたははっきりと物事をいいがち。
ず、リラックスしていることがコツです。他者の意
そんなはっきりとしたところが魅力ですが、不満
見を取り入れることに積極的になることで、何事
はほどほどに。運気を上げていきたいのなら、
いて座
ふたご座
（５／２１～ ６／２１） も比較的早く結果を出すことが出来るでしょう。
（１１／２２～ １２／２１） 不満を口に出しすぎないようにしましょう。
人の優しさに触れる機会が多くなるでしょう。自分
自身で向き合わなくてはならないこと、人と協力し
て解決すること、切り分けて対応していくとスムー
やぎ座
かに座
ズにでき、心理的にも少し余裕が生まれます。
（１２／２２～ １／１９）
（６／２２～ ７／２２）

持ち前のフットワークの軽さで、他者との関係を
切り開き、人脈を広げて新しい分野を学ぶきっ
かけになります。先のことだからと思っていると
嵐はすぐそこまできて、あわてることになるかも。

やりたい事や興味があることに取り組むこと自
体で、運勢が開かれて行く時。今は我慢するこ
とはせず、自分を前に押し出していくことを心が
しし座
（７／２３～ ８／２２） けて。やればやるほど自信がついてくるでしょう。

沢山の知り合いや友人から次々と誘いを受ける
ことになるでしょう。ただし、スケジュールを詰め
込みすぎてこなせなくなる恐れがあります。なん
みずがめ座
（１／２０～ ２／１８） でも顔を出すのではなく、自分なりに厳選して。

今まで頑張ってきた事の結果が目に見えて出て
きます。不安に思っていた事が嘘の様にクリア
になっていきます。また、思いきって新しい事に
おとめ座
（８／２３～ ９／２３） 身を任せてみるのも良いでしょう。

運気の上昇と下降が交互にやってきます。例え
下降しても、「今は運が悪い時だからしょうがな
い」と楽観的に捉えられるようになれば悪い状
うお座
（２／１９～ ３／２０） 態はすぐに脱せます。暴飲暴食にも気をつけて。

９月号 【 NO.9 】 クイズ答え
１０月号 【NO.10】 クイズ答え

（四字熟語

）

こんにちは！住まいメイトの林です。
早いもので、2017年もあとわずかとなりましたね。
みなさんはどんな一年でしたか？
私が今年一番印象に残ったのは、竹駒さんでお神輿を
担がせて頂いたことです。
秋晴れの空に響き渡る威勢のいい掛け声は とても清々しく、
心もカラダもスッキリ気持ちいい♪
岩沼でとても素敵な経験をさせていただいたなぁと思います。
さて、我が家も年神様をお迎えするために大掃除をしなくては...！
今年こそコツコツやろうと心に決めていたのに、
なかなかできないものですね(^^;)
来年も、より楽しい情報誌を作ってまいりますので、
どうぞ宜しくお願い致します！
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2017年 12月号

住まいメイト 織茂

快適 Life
10m位まで
飛ばせる
のよ！

家事も
はかどる！
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Craft

ブルートゥースで音楽を♪
スマ ート フ ォ ンに は無 線で データ を 送 る、 ブ ルート ゥ ース
（Bluetooth）機能があります。コードが要らないので、これを
使って家中の色々な場所で音楽を楽しんでみませんか？

北欧の冬至やクリスマスに麦わらで作る飾り、ヒンメリ。細めのストローを
使って作ってみませんか？基本は正8面体。慣れたらサイズを変えて中に入
れたりすることで“Myヒンメリ”が作れます。壁や天井から下げ、影も楽しめる
飾りです。新しいクリスマスの飾りにいかがですか？

■ 用意する物（1辺6cmのヒンメリ）
ストロー（直径3.5cm程度） 6cm×12本
たこ糸か刺繍糸 120cm１本
毛糸とじ針またはぬいぐるみ用針

ブルートゥース対応の小型防水スピーカーならキッチン仕事
の時や、バスルームでも音楽を聴くことができます。スピー
カーも安価で気軽に手に入れられるタイプから音質にこだ
わった機器まで色々と出ていますし、設定も簡単です。
大掃除が待っている12月ですが、好きな音楽をかければ、気
分も効率もUPかも？クリスマスにも活躍してくれそうですね。
ストリーミング
サービスね！

朝から脳が
活性化する…

気分やシーンに合わせた選曲が！
アプリ（有料）を入れると、シーンに合わせ選曲
されたプレイリストが選べ、様々な曲が聴けま
す。こんな曲・ジャンルも意外と好きかも？！と
新しい発見があったり、AIが曲を選んでくれた
りと音楽の幅も広がります。気に入った曲だけ
をダウンロードすれば、オフラインでも聴くこと
ができます。

かんたんレシピ

さっさと
片す時に…！

食器ひとつで出来る！
いいわ！








タラ切り身 1切れ
白菜 1枚
しめじ 1/2束
キムチ 30g
とろけるチーズ 20ｇ
パセリ 適宜

■ 作り方
①糸にストローを３本通して結ぶ。●
②糸にストローを2本を通して結ぶ。◎
③②を繰り返して三角を５つ作る。
④１２本目を通して▲と▲を合わせ結ぶ。
⑤１のストローの中を通して★に糸を出す。
⑥★と★を合わせ結ぶ。
※▲の残り糸はストローの中に入れて始末する。

①白菜を、横に１cm幅で刻む。しめじ
は洗ってほぐす。

③ラップを外し、食べやすい大きさに
カットしたキムチ、チーズの順に②に
のせる。
④オーブントースターで3～5分。チー
ズが溶けて焼き目が付けばOK。
⑤刻みパセリをかけて完成。
※電子レンジ・トースターの時間は、ご自宅の
機種に合わせて調節してください。

◎と★の結び方
※●▲はこま結び

①

②

③
④
簡単よ！

②耐熱容器に①を入れ、骨を取ったタ
ラをのせ、ラップして電子レンジ500W
で4分（600Wなら3分半）加熱する。

（１人分)

結び部分
拡大したところ

タラが旬です。豆腐とタラのお鍋も美味しいですが、ちょっと飽き
たかな？といった時に旬の白菜も使って、簡単にできる一品です。

タラとキムチのチーズ焼き

材料

※ストローはハサミでカットできます。

漢字探し

④

⑤

⑥

リストの漢字を当てはめて、太枠の中の熟語（ヒント：住まいに関する
言葉です）を完成させてください。残った漢字を組み合わせて出来る
熟語を答えてください。

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
1月末日までご応募ください。

ヒントは
これだよ！

答え

