伊藤建設株式会社

12月12日は？

漢字の日

私の好きな漢字、
何だろう？

「美」「愛」「心」など
など。日本には素敵な漢
字がいっぱい！
自分の好きな漢字を考え
てみるのも良いですよ！

おひつじ座

おうし座

ふたご座

かに座

しし座

おとめ座

年末の風物詩！
今年は何かな？
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「今年の漢字」これまでは？

（４／２０ ～ ５／２０）
自分と異なる意見に耳を傾けることが、開運につながります。
先入観にとらわれず、柔軟な思考で動いてみましょう。 また、
新しいことに、どんどんチャレンジしていくと◎。自分の新たな
一面に気付くことが出来、世界が広がるでしょう。

さそり座

（５／２１ ～ ６／２１）
今までコツコツと下積みしていたことが報われる時期。頑張った
姿を、周りの人はきちんと見ています。 やればやるだけ結果が
ついてきて、幸せが訪れるでしょう。ラッキーカラーは積極的に
させてくれるオレンジ。対人運もアップすることでしょう。

いて座

（６／２２ ～ ７／２２）
頭の中であれこれシミュレーションしすぎて、結局行動せずに
チャンスを逃してしまいそう。 とりあえず動いてみることで、
開運につながります。また、金運は悪くないのですが使うよりは
貯蓄にまわす方が良さそうです。
（７／２３ ～ ８／２２）
くじ運が強いので宝くじを当てる可能性あり。ただ、散財するか
お金持ちになるかは使い方次第。無駄遣いは避けるようにしま
しょう。また、人との付き合い方に偏りが出てしまいそうなので、
まんべんなく人と接するようにすると良い方向に向かいます。

やぎ座

皆さん、こんにちは。
リフォームショップ店長の山本です。
今年の夏は暑く、秋に入っても気温の高い日が
続きましたが、朝晩は日に日に寒くなってきました。
10月から消費税が10％になり、住宅関係でも増税対策
として次世代住宅ポイント制度がスタートしました。
新築でもリフォームでも対応しています。住宅設備の改善、断熱改修、
バリアフリー改修などが該当します。 来年6月までの期間限定ですので、
これからリフォームを検討されている方はお早めにご相談願います。
合わせて、各自治体の補助金やメーカーのキャンペーンなども行って
いますのでこちらもご活用下さい。
寒さ対策等をご検討の方は現調や見積相談などお気軽にお声掛け下さい。

（９／２４ ～ １０／２３）
健康第一。サプリメントや、積極的に体にいいものを取り入れて
いけば運気は上昇。ゆっくりお風呂に入るなどをして基礎体温を
あげることを心がけて。対人関係を華やかにするには、派手な
ファッションに抑え気味の髪型が◎。好感度がアップします。

（１０／２４ ～ １１／２１）
人に流されやすい傾向があるので、プラスになる関係を作る為に、
イマイチ乗り気じゃない誘いには乗らないほうがベター。自分の
判断を信じて取捨選択すると対人運はＵＰします。自分を解放し
直感を高めてくれるホワイトがラッキーカラーです。

消費税10％引き上げ後の
新築・リフォームを支援！

２０１９年度ＳＴＡＲＴ!

（１１／２２ ～ １２／２１）
努力する人は昇進などで給料アップの機会に恵まれ、突然の臨時
収入も期待できそう。スキルアップに役立つ自己投資をしたり、
美しくなるための資金として使うと◎。ストレスを溜めずに発散
したり、人と悩みを分かち合うことが健康を保ちます。

次世代住宅
ポイント制度とは

次世代住宅ポイント制度

「次世代住宅ポイント制度」は、消費
税率10％で、一定の性能を有する新築
住宅を取得する方やリフォームをする
方に対して、さまざまな商品等と交換
可能なポイントが付与される制度です。

（１２／２２ ～ １／１９）
「ありがとう」という一言を常に添えると運気アップ。謙虚さが
周りから評価されるでしょう。健康面では忘年会シーズン付近に
肝臓が弱まりそう。お酒に誘われてもお付き合いはほどほどに。
自分の体調を知っておく事が重要です。

みずがめ座

（１／２０ ～ ２／１８）
忙しいときほど、深呼吸してリセットするように心がけて。忙し
すぎてもし誰かにきついことを言ってしまったら、素直に謝ると
運気ダウンは避けられます。本来は温和な人なので、落ち着いて
いけば大丈夫。心を穏やかにするグリーンがラッキーカラーです。

うお座

楽しい人間関係が築けそうです。新しい事にチャレンジしてみる
のもいいかもしれません。時間をかければ、どんな事でも結果を
残せるはず。ただ、新しいことに着手しすぎて収拾がつかなく
なったら、自分に本当に必要なものが何かを絞ることが大切です。

クイズ答え：神無月

（２／１９ ～ ３／２０）
1年の疲れがどっと出てしまいそう。暴飲暴食に気をつけるように
しましょう。また、人間関係は好き嫌いで選ばない方が吉です。
たくさんの人と関わる為に、友達の友達とも積極的に仲良くする
機会を持つと、運気は上昇します。
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毎年、注目を集める「今年の漢字」。これま
でもさまざまなものがあ りました 。2016年
は、「金」。リオオリンピックで12個の金メダ
ルを獲得したことから選ばれました。2013年
は東京オリンピック開催が決定されたことか
ら「輪」に。2005年は、愛知で「愛・地球博」
が開催されたことから「愛」。2003年は阪神
タイガースが18年ぶりのリーグ優勝で沸い
たことから「虎」に。まさに、漢字一字でその
年の印象的な出来事がわかりますね。

てんびん座

住まいる通信 No.26

住所：宮城県岩沼市桜五丁目3番59号

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。

（３／２１ ～ ４／1９）
家族や身近な人の為にお金をつかうようにすると、巡りめぐって
自分にかえってくるかもしれません。大きな満足感を得られたり、
あなたの評価が高まりそうです。宝くじなどの臨時収入は見込め
ないので、コツコツとためていくといいでしょう。

（８／２３ ～ ９／２３）

LIXILリフォームショップ伊藤建設
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「いい＝１、じ＝２、いち＝１、じ＝２」（いい字一字）の語呂合
わせから、日本漢字能力検定協会が、1995年に制定し、認
定されました。そこには、日本人として、みんなに「いい字」を
「一字」は覚えてほしい、という願いも込められているそうです。
毎年、その年の世相を反映する「今年を表現する漢字」を全
国から募集し、清水寺で発表されるのもこの日です。テレビな
どでその模様に触れると、「年末だな～」という気分になりま
すね！ あなたにとって今年を表す漢字はなんでしょう？ 家
族や友達などと、今年を振り返りながら話してみるのも楽しい
ですね。
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取

新築住宅を取得orリフォームを行う
安心
安全

子育て支援
働き方改革

健康長寿
高齢者対応

環境

消費税10％が適応される新築住宅またはリフォームで「環境」、
「安全・安心」、「健康長寿・高齢者対応」、「子育て支援・働
き方改革」に役立つ一定の性能を有する住宅を取得する方
が対象となります（各種条件あり）。

ポイント発行申請後、
ポイントをもらう

２０２０年３月３１日まで（予定）
※予算の都合により早まる場合があります
一戸あたりリフォームで最大３０万ポイント、新築で
最大３５万ポイントが付与されます。さらに、若者・
子育て世代が既存住宅を購入しリフォームを行う
場合には最大６０万ポイントが付与されます。

商品等に交換する

２０２０年
６月３０日まで
（予定）
取得したポイントは「省エネ・環
境配慮」、「防災」、「健康」、
「家事ラク」、「子育て」、「地域
振興」等に交換できます。
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ご存知ですか？

年末にすること、知っておきたい
お正月を迎える準備がいろいろありますね。そこで、門松などを
飾る時期や年越しそばについてなど、ミニ知識をご紹介します。

門松、
しめ縄、
鏡餅は、
29日は
「９」が苦に
通じるため
NGです！

●門松やしめ縄、鏡餅はなぜ飾る？
門松は年神様がお越しになる目印で、しめ縄は年神様をお迎え
する神聖な場所を示すもの。
鏡餅は年神様へのお供えものだそうです。
●門松やしめ縄、鏡餅を飾る時期は？
年神様を迎えるにあたり、あわただしいのは失礼なので、27日
30日は月の最後の日と同じ扱いになるのでNG、
か28日が適切といわれています。
31日も「一夜飾り」と言われ、縁起が悪いので
避けましょう。
●年越しそばはなぜ年末に食べる？
そばは切れやすく、「災いを断ち切る」という意味から、必ず年が
明ける前までに食べて、災いを遠ざけ、新年を気持ちよく迎えら
門松・しめ縄・鏡餅をおさげする時期は？
れるように、ということから習慣になりました。
門松･しめ縄は、一般的には神様がい
年越しそばは、
らっしゃる「松の内」の最終日、１月７日
●鏡餅の飾り方
31日なら時間は
までですが、関西なら1月15日までなど、
①三方（台）の上に半紙などの
いつでもいいそうです！
各地で時期が違うようです。おさげした
端が三方から垂れるように敷く。
②裏白というシダの葉を２枚、
ら、神社などで行われる「どんと焼き」で
広げて置く
お炊き上げをしてもらうと良いですね。
③大小のお餅を重ね、いちばん
鏡餅は、基本的に１月11日だそうです
上にだいだいを乗せる
が、関西なら1月20日など、これも各地
で違うようです。鏡餅は、包丁で切ると
丸い鏡餅は、神様が宿ると言われる丸い鏡か
ら来ており、大小２つのお餅を重ねること
切腹を連想させ、縁起が悪いので、木槌
で、「円満に年を重ねる」という意味が込め
や金槌で割ることをおすすめします。

LIXILリフォームショップ伊藤建設

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

Easycraft

かわいくて色鮮やかなクリスマスカードをマスキングテープ（通称マステ）で
つくってみませんか？ 切って貼るだけなのでとっても簡単ですよ♪

■リースのアイデア
カードに円を描き、それに沿ってマステを
貼れば、リースになります。上部にリボン
のシールを貼ったり、リース型のマステの
中にクリスマステイストのシールを合わせ
てもかわいいですよ！
グリーン系を中心にす
れば、柄がいろいろ
あっても素敵なリース
に見えます♪

■プレゼントデザインのアイデア
マステを横に貼って２～３つ合わせ、
真ん中の縦に、端をリボンみたいに
切った細いマステを貼ればOK！

■ クリスマスツリーのアイデア
細かく切ったり、長さをも
たせたり、ツリー型にする
アイデアもさまざまです。
イラスト左はカードに鉛
筆などで三角を描き、そ
のサイズに合わせて長さ
を変えてマステを貼れば
OK！ 右は、長さを上に
いくにつれて短く切って
貼るだけと超簡単！マス
テの柄もグリーンにこだ
わらなくても大丈夫！

緑色のマステを
細かく切って
ツリー型に貼るだけ！

マステの端から
三角を切り取れば
リボンみたいに
なります

られています。

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/

材料
（２～３人分)






生鮭…３切
レンコン…１節
舞茸…１パック
キャベツ…1/4個
豆苗…1/6束

・水800ml、
・酒粕…150g、
・かつお顆粒だし
…小さじ１
・しょうゆ…小さじ２
・味噌…大さじ２

マステを切ったり、細かく切ったものを一時置
きするのにカッティングボードがあると便利。
100円ショップなどで手に入ります。

鮭とレンコンの酒粕鍋
肌寒い冬に酒粕で体の中から温まり、鮭や舞茸からのだしやレンコンや
豆苗の食感も楽しめるボリュームある煮込みのような鍋です。

簡単クロスワード
クイズの答えを募集します

①鮭は骨を取り、３～４等分に切る。レン
コンは皮をむき、輪切りにする。舞茸は手
でほぐす。キャベツはくし切りにし、豆苗
は２センチ幅に切る。

②鍋に水、酒粕、かつお顆粒だし、しょう
ゆを合わせて沸騰させ、よく混ぜあわせ
る。
③味噌を加え、キャベツを先に入れて土
台にし、その他の具材も加えて煮込めば
完成。
※酒粕は、混ざりづらいので、ホイッパー
などを使ってなじませると良いですよ。

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、メールにて①クイズの答え
②住所 ③氏名 ④電話番号をお書きの上、
当社宛にご応募下さい。
はがき：〒989-2433

岩沼市桜五丁目3番59号
伊藤建設 クイズコーナー
FAX ： 0223-22-2264
E-mail ： honsya@itokensetu.co.jp
※メールでの応募は件名に
『住まいる通信NO.26 クイズ答え』
とご記入ください。

12月末日までご応募ください。

土台はベージュや茶色
のマステで四角く貼れ
ば完成！ さらにクリス
マス柄のマステを貼れ
ば雰囲気アップ！

○の中に縦横２つの言葉に共通する１文字を入れて、４つ見つけたら、
その４つで出来る言葉を答えてください。

