8月18日は？

高校野球記念日
現在の舞台
甲子園球場で
開催されるように
なったのは
第10回大会から

夏の風物詩でもある高校野球。毎回繰り広げられる熱戦
に胸が熱くなりますね。
そんな高校野球の前身と言われるのが1915年８月18日に
開催された第１回全国中等学校優勝野球大会。そこから、
８月18日が高校野球記念日となりました。当時は10校が参
加し、京都二中が優勝しました。
1948年から「全国高校野球選手権大会」となりました。

おひつじ座

（３／２１ ～ ４／1９）

（４／２０ ～ ５／２０）

甲子園の土
負けた選手たちが土を集めて持ち帰るシーンもジーンと
きますね。この甲子園の土は２種類をブレンドしていま
す。１つはきめ細かくて保水力がある、鹿児島県や岡山
県、三重県、大分県産などの黒土。もう１つは水はけの
良い京都府産の砂を使用し、季節や天候に合わせてそ
の配合を変えているそうです。

てんびん座

（５／２１ ～ ６／２１）

さそり座

（６／２２ ～ ７／２２）

いて座

（７／２３ ～ ８／２２）

やぎ座

（８／２３ ～ ９／２３）

自分の意見より、他の人の意見を聞く方が上手く
行きます。後半には運気が上昇してくるので今の
うちに休息をして備えておくと幸運が訪れます。

（９／２４ ～ １０／２３）

（１０／２４ ～ １１／２１）
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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。
梅雨時期に入りましたが皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
今年は増税が控えている事もあり、増税前完成の工事依頼が入ってき
ています。 また、省エネルギー関連では断熱リノベ補助金（環境省）、
スマートエネルギー住宅補助金（宮城県） など玄関や窓、床・壁・天
井の断熱改修に対する補助金があり、活用する方が増えてきています。
自治体においても各市町村でそれぞれ取り組んでいますので工事のご
相談の際は手続きも含めてご協力させて頂きます。 増税後も次世代住
宅ポイント制度など支援策が打ち出されていますので工事内容によっ
てはご活用頂ければと思います。
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（１１／２２ ～ １２／２１）

（１２／２２ ～ １／１９）

物事が転換する時期。困った事は人に頼ってみま
しょう。パッと開けるアドバイスを貰えたり、気
付かなかった点に光が射し込むかもしれません。

みずがめ座

※駐車スペースに限りがございます。

（１／２０ ～ ２／１８）

自分の趣味、長年続けている興味の対象などに、
大いに時間を割くと良いでしょう。スキルを磨い
たり、興味の幅を広げる事で開運につながります。

出会いの運気があります。長く友人関係を続けら
れる人物との出会えるかも。人の集まる場所には
積極的に足を運ぶと吉。

おとめ座

No.２５

力を溜め込む時期。身体より思考を働かせると吉。
観察眼を養い、どういった動きをするのが自分に
とって有利なのか考えると良いでしょう。

金運が好調。直感を信じて行動すると良いでしょ
う。また適度なスポーツは運気を総合的に高めて
くれます。ウォーキングから始めてみては？

しし座

寛

仕事もプライベートでも金運は順調で、心の余裕
が持てそう。誰かとの交際費として支出するより
は、自分の為に使うことが良さそうです。

安定の時期です。自分のチャレンジよりも、人
のチャレンジを支える位の立ち位置でいるのが
最適。ホッと一息ついて、周りを見渡してみて。

かに座

TEL：0223-24-2383 FAX：0223-22-2264

今年も8月3日に恒例の感謝祭も開催します。
皆様のご来場をお待ちしています。

一人旅が大いに吉。今まで行った事のない場所、
自分の趣味とは真逆とも言える場所に足を運んで
みる事で、新しい発見や目標を得られるかも。

対人運が上昇。身近にいいなと思っている人がい
れば、自分のことを強く印象付けておきましょう。
ふとした瞬間に仲良くなれるかも。

ふたご座

住所：宮城県岩沼市桜五丁目3番59号
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第１回から9回までは、
大阪の豊中球場で行われ
もっと気軽に楽しめる真珠
ていました。

様々な場面で、良い立ち回りが出来そう。自分
で出来る事は積極的に、難しい事でもチャレン
ジしてみると開運するでしょう。

おうし座

LIXILリフォームショップ伊藤建設

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。

ちなみに、プロ野球が誕生したのは1930年代なので、高校
野球の方が歴史が古いのです。
甲子園球場と聞いて
イメージする１つが球場の
外観を覆うツタ。これは、
ナツヅタという植物で、
紅葉も美しいそうです。

伊藤建設株式会社
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（２／１９ ～ ３／２０）

勉強運・仕事運が好調。やればやっただけ成果が
出そうです。チャレンジ精神を起こしてみたり、
得意分野を伸ばしていくことも良いでしょう。

住まいる通信 No.24のクイズ

答え：Ｂ

木工教室と
ワークショップは
事前予約可能

伊藤建設株式会社

No.２５

素敵だ和

靴を並 べると
きは、 お家の
人にお 尻を向
けない ようし
ましょう。

●エレベーター…操作盤の奥が上座。つづいてその隣、その
前、操作盤のすぐ前が下座となります。
●玄関…靴箱に花などが飾ってあればそちらが上座、向かいの
壁側が下座になります。しかし、飾り物のない、単なる靴箱であ
れば、靴箱側が下座になります。
●タクシー…下座は運転手横。上座は運転手の後ろとなりま
す。●円卓…四角い座卓と同様、入口から正面最奥が上座、出
入り口近くが下座となります。
眺めの良い窓があると
下座が変わります！
円卓の上座・下座の順番

かんたんレシピ
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/

【つくり方】
①無水エタノールをスプレーボトルに入れ、ア
ロマオイルを垂らして、ボトルを振ってよく混
ぜる。
②精製水を入れ、ふたをしてよく振ったら出来
上がり！

■ 虫よけに良いのは？
・シトロネラやユーカリレモン、レモ
ングラス。虫が嫌うシトロネラールと
いう成分を含む香りがおすすめ！
・ハッカ油も虫よけに適しています。

シトロネラや
ユーカリレモン、
レモングラスは
刺激が少し強い。

まずは使いきりやす
い50ml程度から始
めてみましょう♪

※無水エタノールはオイルと精製水の混ざり
をよくするためのものなので、使うたびに良く
振れば、入れなくてもOKです。
※シトロネラやユーカリレモン、レモングラス
は少し刺激があるので服や肌にスプレーする
場合はアロマオイルの量を半分にしましょう。
お休みの前には
リラックス効果が期
待できるラベンダー
がおすすめ

カーテンに
シュッ♪

ししゃもとトマトの香味野菜マリネ
超庶民的なししゃもが彩り豊かでおしゃれな一品に！ しかも調味料
は使わない!? ラクチンメニューです。

間違い探し

左右のイラストで違う箇所が5つあります。左の表から間違いの多いエリア
をアルファベットで答えてください。

①ミニトマトは２等分に切り、みょう
がは縦に２等分して薄切りに。パク
チーは粗切りにする。
②ししゃもは魚焼きグリルで焼く。

材料
（２人分)







タクシーの下座・上座の順番

■ つくってみよう！
【材料】（50ml）
お好みのアロマオイル10～15滴
精製水45ml／無水エタノール5ml
スプレーボトル

ですよ。

ハッカ油は
消臭効果も♪

四角い座卓は通常、出入り口から最奥
が上座ですが長めの良い窓がある場合
は、窓の向かい側が上座となります。

アロマオイルや水などでつくるアロマスプレー。お部屋にシュッとしてさわ
やかな香りを楽しんだり、虫よけ対策に使うなど、いろいろ楽しみましょう！

■ おすすめのアロマオイル
蒸し暑い夏にはすっきりとした香
りがおすすめ。
・ミントはペパーミントなら清々し
い香り、スペアミントならすっきり
感に加え、甘さも感じる香りです。
・柑橘系なら、さわやかさが際立
つレモンやグレープフルーツが良い

スマートに靴を脱いだその後は
お家にうかがう際に欠かせないのは手
土産ですね。差し上げるとき、玄関先で
すぐ渡すのはNG。通された部屋で渡しま
しょう。また、手土産を入れた紙袋ごとす
のもダメ。紙袋は外のホコリなどをよける
ためのものなので、紙袋から出して渡し
ましょう。

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.itokensetu.co.jp

快適Life

場所別の上座･下座って？
いろんな場所にも上座・下座が存在します。知っておけば、
マナーにも活かせますよ。

奥が上座！と
覚えておくと
いいですね！

LIXILリフォームショップ伊藤建設

ししゃも ・・・６尾
ミニトマト・・・３個
もずく酢・・・１パック
みょうが・・・１個
パクチー・・・1/2束

③器に②、ミニトマトを散らし、もず
く酢をかけ、仕上げにみょうが、パ
クチーを散らす。

※手間のかかるマリネももずく酢を使
えば簡単にできます。

クイズの答えを募集します
正解者の中から抽選で3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住所 ③氏名 ④電話番号
をお書きの上、伊藤建設宛にご応募下さい。 8月末日までご応募ください。

