
４月に入学、どうして？ご存知ですか？

日本のように4月に入学や進学を迎えるのは少数派。ア
メリカやカナダ、イギリス、フランスといった欧米諸国や
中国など、世界の多くが9月に迎えるのだそうです。その
ほか、オーストラリアは１月、韓国は3月、インドは日本と
同じ4月だそうです。

4月は入学式や新学期の時期ですね。世界的には9月ス

タートが多いなかで、なぜ日本は４月なのでしょうか？ 学

校の原型と言える江戸時代に誕生した寺子屋はいつでも

入れたそうです。その後、明治になり、西洋の文化が入っ

てきたことで西洋の学校制度にならい、そのスタートが9月

になりました。

しかし、明治19年に日本政府がイギリスにならって会計年

度制というものを導入。会計年度のスタートもイギリスと同

様に4月と決めたことで、学校の入学時期も４月に変更す

ることを奨励。それが今も続いているそうです。

桜が咲くなかで迎える
新生活、素敵ですよね♪

世界の多くが9月スタート

正式に4月入学とされたの
は、小学校が明治33年、大
学は大正10年だそうです。

ご入学、ご進学
のみなさん、
おめでとう
ございます！
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2019年４月1日発行伊藤建設が、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。
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住まいる通信 No.21のクイズ

おひつじ座 （３／２１～ ４／1９）

おうし座 （４／２０ ～ ５／２０）

ふたご座 （５／２１ ～ ６／２１）

かに座 （６／２２ ～ ７／２２）

しし座 （７／２３ ～ ８／２２）

おとめ座 （８／２３ ～ ９／２３）

みずがめ座 （１／２０ ～ ２／１８）

てんびん座 （９／２４ ～ １０／２３）

さそり座 （１０／２４～ １１／２１）

いて座 （１１／２２～ １２／２１）

やぎ座 （１２／２２～ １／１９）

うお座 （２／１９ ～ ３／２０）

対人関係良好。人とのやり取もスムーズ。苦手

だと思っていた人と良い関係に発展する可能性

も。思い切って話しかけてみて。

運気は好調。人との関わりが増え、あなたの才

能や魅力が発揮できそう。仕事もプライベート

も充実した時間を過ごすせるでしょう。

自分磨きへの気持ちが高まる月。新しい服を買っ

たり、髪を切ったりイメージチェンジも吉。自分

が尊敬している人に会いに行くと運気が上昇。

直感や感性に従い行動を。家の中から忘れていた

もの、無くした物が見つかる可能性も。掃除は普

段「見えない場所」から始めると◎。

離れて暮らす家族や友人に連絡を。電話やメール、

元気ですかの一言でもOK。また、いつも以上に

愛情を込めて植物やペットの世話をすると幸運へ。

外国人や留学経験のある人と話をすると運気上昇。

心強いサポートが得られたり、あなたの意外な魅

力に気付かされるかも。

今までの努力が実を結びます。頑張ってきた事が

今後の力となり、新たな目標を見つけることがで

きるでしょう。運気上昇の風に乗れそう。

将来について考えるきっかけとなる出来事があり

そう。心に浮かんだ事は、どこかにメモを。今は

手が届かなくとも、いつか引き寄せるきっかけに。

目の前にある課題や物事を整理する時期。手放し

てもいい物事に気づくはず。日ごろの疲れは、ス

パやプールなどで水に身を委ねると◎。

あなたを悩ませていたものから解放されそう。壁

を乗り越え成長できたという実感が。特に「家

族」がカギ。少々不安でも道はおのずと開けます。

人からの支えを得ながら道を切り開いていく月。

迷いや不安は信頼できる相手に相談を。思いがけ

ない解決策など、光が差してくる可能性大です。

何か新しいものが始まる予感。今まで情熱を傾け

ていた気持ちが急に冷めても、それは「卒業」の

サイン。新たに興味を引かれる方へ向かって吉。
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皆さん、こんにちは。リフォームショップ店長の山本です。

今年の冬は雪も少なく、例年に比べて春の訪れが早いようです。

2019年は5月は新天皇即位、10月には消費税が10％になるなどいろいろと世

の中の動きのある年です。

消費税に関しては、建築工事は新築もリフォームも9月末までの完了が8％適用

となります。3月までに契約済みの方は10月以降にずれ込んでも8％が適用され

ます。国の方でも10月以降の増税後の対策を進めておりますので私共も皆様に

は都度情報をお届けしたいと思います。

また、今年度もリクシル商品対象のゼロ金利リフォームローンが5月から始まり

ますので詳細決まり次第、ご案内致します。

期間限定になりますのでローン利用をご検討の方は是非ご活用下さい。

こんにちは。住まいメイトの織茂です。

だいぶ気温も暖かくなりすっかり春の陽気になりましたね。

寒さが苦手な私なのですが、暖かくなるとお休みの日にはどこかに出掛けたく

なります。助手席に乗るとポカポカしてるので睡魔と戦うこともしばしば、、、

必死に起きているふりをしていますが、たぶんバレバレです(*´∀｀)

眠るのが好きな人にとっては「春眠暁を覚えず」と言われるほど朝から眠さと

の戦いですが、日中の気温と日差しも睡眠効果抜群！

私はお休みの日には少しのお昼寝時間を確保しつつ程よく睡眠をとり、その分

こまめに動く事も心がけています（´▼｀）

新生活を始めたりなど環境の変化が多いこの季節、新しい環境で生活している

と知らず知らずのうちにストレスが溜まってしまうそう。更に自律神経を乱し

やすいので、皆さんも疲れが溜まったらしっかり睡眠を取り体のリフレッシュ

をしてみてはいかがでしょうか？



　　 　

かんたんレシピ

快適 Life 夜洗濯で良いこといっぱい！

洗濯を夜にすれば忙しい朝に少しゆとりが生まれるだけでなく、

良いこともありますよ！

①残り湯を使えば、汚れも落ちやすい！

お風呂上りにすぐ洗濯機を回せば、風呂の残り湯を雑菌が繁殖

する前に使えますし、水よりも洗濯洗剤の効果も高まります。

②夜、部屋干しすれば、朝にはほとんど乾いていることも！

日中、部屋干しした洗濯物の中で生活するわずらわしさも解消さ

れます。

③天気を気にせず干せます！

天候が不安定な季節の変わり目など、夜洗って部屋干しすれ

ば、日中の天候にハラハラすることもなくなります。

部屋干しをすると、ニオイが気になると
いう心配がありますが、部屋干し対策の
洗剤を使ったり、脱水を多めに回すと軽
減されます。また、窓際はホコリが多く、
湿気も溜まりやすいので、雑菌の繁殖
の一因に。窓からは離して干すことをお
すすめします。

シャキシャキたけのこと豚肉、卵が相性抜群！ご飯が進むボ
リュームたっぷりのメニューです！

たけのこと豚肉のオイスターバター炒め

材料
（２人分)

①フライパンにバターを熱し、豚肉、
食べやすい大きさに切ったたけのこ
を炒める。

②①に溶き卵を流し入れ、固めなが

ら全体を混ぜ合わせる。

③豆苗、オイスターソースを加えて混
ぜ合わせ、白いりごまを加えて器に
盛りつける。

 たけのこ（水煮）…80g

 豚薄切り肉…200g

 豆苗…1/2パック

 卵…２個

 バター20g

 オイスターソース…大さじ１

 白いりごま…大さじ１

残り湯で洗ったら
すすぎは水道水に
すると、より清潔

です♪

使う人が増えているドラム式洗濯
機。夜のうちに乾燥までセットす
れば、朝、ふかふかの洗濯物が♪

部屋干しの心配を解消！

水風船にコットンの糸を巻いてつくるコットンボール。インテリアの素敵な
アクセントになりますよ！

■つくってみよう！

【材料】
水風船、刺繍糸やレース糸などお好みの
糸、水性の木工用ボンド、水、紙コップな
どの容器、スプーンまたはハケ、針または
つまようじ

①水風船をふくらます。

②ボンドを容器に入れ、水を少しずつ加え
てゆるめの液体状になるまで薄める。

③水風船全体にスプーンかハケで薄めた
ボンドをかけ、糸を向きを変えながら巻く。

④巻き終わりの糸を近くの糸に軽く巻きつ
けたら、ピンチハンガーなどで３～６時間
干す。

⑤糸が固まったら、針かつまようじで風船
を割り、すき間から風船を取り出す。

■毛糸や麻糸でもOK！

材料はほとんど、１００円ショッ
プで手に入るものばかり。たく
さん作りたい場合は手芸屋さ
んで糸を探してみるのも良い
ですね。コットンボールといっ
ても、毛糸や麻糸でもOK！
とってもかわいいのでぜひチャ
レンジしてみてくださいね。

巻く途中で糸
がずれたとき
はボンド液を
かけましょう

interior&Craft

花粉症が心配な人
も夜の部屋干しで

快適に♪

※卵を入れるときは食材をフライパンの
半分に寄せ、空いたところに卵を流し入
れて大きくかき混ぜてから全体に混ぜる
といいですよ

教えてくれた人…尾田衣子さん

料理研究家。料理教室「アシェット ド

キヌ」主宰。ル・コルドンブルー東京ほ

かで料理を学び独立。身近な食材で

手軽に作れる料理に定評がある。

http://ryo-ri.net/

風船をまんまるにす
るには、ふくらませ
過ぎないことがコツ

LEDのミニラ
イトを差し込
めばかわいい
照明に♪

麻ひもを通して枝
などにつるすだけ
でもかわいい♪

熟語探し A～Cは四字熟語の各漢字の一部を拡大したものです。四字熟語を完成

させたら、太枠で囲んだ文字を使ってできる三字熟語を答えてください。
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No.23
住まいメイト 林

クイズの答えを募集します
正解者の中から抽選で５名様に

プレゼントを差し上げます。

はがき、ＦＡＸ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

FAX : 0223-22-2264

５月末日までご応募ください。


