開運

星座占い
（9/24～10/23）

（3/21～4/19）

先々を見据えた、計算や計画なども重要ですが、今は一点
集中することが運気をアップさせ、後々につながります。する
と、そこで得た仕事や勉強の成果は、自分の思っている以上
の評価を受け、新たな信頼を得ることになるはずです。

今までの努力が、少しずつ花を咲かせていきます。ただし、自
分自身の変化には意識しないと気づくことができません。ただ
前に進み続けるのではなく、時々意識的に立ち止まって自分
の変化や成長に目を向けることも忘れないでください。

（4/20～5/20）
直感型なおうし座ですが、冷静に判断できる面もあるため、人
から頼られたり相談をされることも多いはず。ひとりひとりと真剣
に向き合う誠実さに、まわりからの信頼もどんどん厚くなってい
きます。ただ自分がしんどくない範囲で相手と向き合いましょう。

（10/24～11/21）

（11/22～12/21）

（5/21～6/21）

肩ひじ張らない、自然体でいられる時間の過ごし方をしてみ
ましょう。相手に合わせようとすると全て伝わってしまい、それ
につられて相手も気を使ってしまうことになりかねません。今は
無理して合わせず、頑張らないように気を付けましょう。

（6/22～7/22）

（12/22～1/19）
今はまさに使えるものはありがたく使うことが幸運のカギとなり
ます。 あなたのいる環境や周りにいる人たちはいろいろな場
面であなたを助けてくれたり、何か気づきを与えてくれます。
今ある環境に感謝しながら、精一杯周りに助けてもらいましょ

（1/20～2/18）

（7/23～8/22）
自分の人生においてこれが大切だというものを改めて認識す
ることができそうです。まずは、様々な面でしっかりとした基盤
を作るといいでしょう。コツコツ積み重ねて足元を作っておくこ
とで、今後何かあったときに安心して対応できます。

今まで胸のどこかで引っかかっていたことが解消されたり、ず
るずるとつながっていた縁をようやく切ることができたり、すっき
りした気持ちで過ごすことができそうです。これからは身軽に
なった身体で、もっとアクティブに動けるようになるでしょう。

（8/23～9/23）
周りのしがらみや世間体など一切気にしないで、自分の世界
を満喫しましょう。何事にも全力で楽しむことを意識してみてく
ださい。新しく出会う楽しさをたくさん満喫して、充実した日々
を過ごすことで運気の流れがもっとよくなっていくでしょう。

熟語探し

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
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No.29

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。

（2/19～3/20）

皆さん、こんにちは。リフォームショップ店長の山本です。
今年の冬は雪もほとんどなく、寒い日も少ない状況で年々温暖
化の影響が出てきているようです。増税対策として始まりまし
た次世代住宅ポイントも3月末までですので、 2020年度のリ
フォームに対しての優遇政策など情報が入り次第、皆様にお届
けしたいと思います。各自治体でも補助制度がありますので工
事に際しては確認しながら進めさせていただきます。
リクシル商品対象のゼロ金利リフォームローンは今年もあるよ
うですので時期を含めてお案内します。期間限定になりますの
でリフォームローン利用をご検討の方は是非ご活用下さい。

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。

おすすめの

おでかけ

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。
〒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.29 クイズ答え』
とご記入ください。

ヒントは僕達だよ！
わかるかな？

４月末日までご応募ください。

＃７１１９・＃８０００

「救急車を呼んだ方がいい？」「応急手当の方法は？」「病院に行った方がいい？」「近くの救急病院は？」など迷うときにご活用ください。

＃７１１９(東北では宮城のみ）
子ども医療電話相談事業＃８０００(19：00～翌朝8：00)
救急安心事業センター

住まいる通信NO.28のクイズ

リ
フ
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ー
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今までは無関係だと思っていた人と急速に仲良くなったり、新
しく始めた趣味などがきっかけで交友関係が広がるなど様々
な変化が起きてくるでしょう。言葉の伝え方のポイントを押さえ
て、今より一歩も二歩も進んだ関係をめざしていきましょう。

クイズの答えを募集します

ご存知ですか？

2020年3月1日発行

尽くす喜びを知る時期になるでしょう。公私共に、常に誰かの
役に立っているという感覚が生まれるはずです。元々、深い情
愛の持ち主のさそり座。バランス良く発揮するためには、他人
だけではなく自分のことも考えて尽くすようにしましょう。

自分の中に新しい価値観がプラスされます。そして今までに
はない、新しい自分も見つけることができるでしょう。相手に合
わせたり空気を読んで判断するのではなく、相手の意見が真
逆だとしても自分自身の信念を貫いて進んでみて。
自分の中の不完全燃焼になっている部分を洗い出しましょう。
解決できそうなものであれば解決させ、もうどうにもならないもの
なのであれば、思い出として自分自身でピリオドを打ち、区切り
をつけて。気持ちの切り替えスイッチで運気を上げましょう。

伊藤建設株式会社

代
伊表
取
藤締
役

スポット

材木岩に沿って流れる白石川の

八幡平の頂上付近にある鏡沼で

約２００haの広い園内は7つの

河辺にあり、雄大な材木岩の景

見ることができる幻の絶景。5月

エリアに分かれており、自然の中

観と、おだやかな水面の公園が

下旬～6月上旬頃、雪解けの様

で楽しめるレジャースポットや花

心を和ませてくれる。春になると、

子がまるで竜の目に見えること

畑がある。特に春のネモフィラと

東日本大震災の復興を願って全

から命名された。沼、空、天候な

秋のコキアは必見。みはらしの丘

国から寄せられた約800匹のこ

ど様々な自然条件が一致した時

一面を青に染め上げる450万

いのぼりの吹き流しが見られる。

のみ開眼する奇跡の自然現象。

本のネモフィラは、まさに絶景。

レア度 ★☆☆

レア度 ★★★

レア度 ★★☆

アクセス★☆☆

アクセス★★☆

アクセス★★★

住
ま
い
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伊藤建設株式会社

No.２９

ミニ情報
買い取りをしてくれる
リサイクルショップも
あるので、チェック
してみてください♪

使用済みランドセル、どうしてます？

ランドセルのリメイクの注意点
丈夫な革や合皮素材を使い、色も
今やさまざまなランドセル。その良
さを存分に活かす方法として、リメ
イクが特におすすめです。リメイク
の依頼先を決めたら、ランドセルの
発送が必要になりますが、その際
の送料は負担する必要があるとこ
ろが多いよう。また、製作には３カ
月～半年程度かかるところもあり
ますが、どんな風にできあがるか、
楽しみにしながら待ちたいですね。

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/

キズやシワがひどい場合は、リメイクできないことがあるので
いちどお店に相談してみてくださいね！(^-^)

ミニランドセル
にして飾るのも
良いですね♪

身近なものに
リメイクすれば、
ずっと使い
続けられます

①アスパラは穂を３センチほどに、
茎は１センチに切り、カブは皮をむき、
たけのこ水煮とともに食べやすい
大きさに切る。

②①と少量の水を鍋に入れ、しっかり
蓋をして１分半～２分蒸し焼きにする。

材料

（２人分)

⚫ タケノコ水煮…40ｇ ⚫ アスパラ…４本
⚫ 干しエビ…大さじ１ ⚫ カブ…1/2個
⚫ ザーサイ…30ｇ
⚫ 鶏ひき肉…150ｇ
⚫ 酢…大さじ２
⚫ 豆乳…400ml
⚫ 鶏がらスープの素…小さじ１
⚫ 小ネギ・食べるラー油…各小さじ２

③鍋にひき肉、ザーサイ、豆乳、鶏がら
スープの素を入れ、点火する。
④ひき肉に火が通ったら酢を加え、
混ぜ合わせて豆乳を分離させる。

■ 引き出し内の間仕切りに
間仕切りたい箱の高さ
と幅を測り、そのサイズ
に合わせてプラダンを
切っ て折り 、 入 れ 込 め
ば、ジャストサイズの間
仕切りになります。
●高さ10センチ、横幅20センチの箱を仕切る場合
①目安として高さは少し
低 めの ８セ ンチ 、幅 は
箱に合わせて20センチ
の四角４つ分の大きさ
に切る。

100円ショップなどで
手に入るラベルシールを
貼ればよりおしゃれに♪

■ ファイルボックスのフタに
ファイルボックスの出し入れ口の
大きさに合わせて切り、マスキン
グテープなどで1辺を留めればフ
タになり、ホコリが入るのを防げ
ます。

②４等分にした線の両
端は裏面のみを、真ん
中は表面に切り込みを
入れる。

フタなら
ほかにも♪
100円ショップには、カラーボックス
専用のプラダンのフタがあるので活用
するのもいいですね！

春野菜とひき肉の台湾風豆乳スープ
野菜と一緒に酢でホロホロになった豆乳とひき肉の食感が楽しめる、
ヘルシーながら満足感のあるメニューです♪

100円ショップでも手に入るプラスチックダンボール（通称：プラダン）は
いろんなところに役立ちます。ぜひチェックしてみてください！

■ 衣装ケースの目隠しに
シンプルなデザインの衣装
ケースも、中のモノが透け
て見えると雑多な雰囲気
に。そこで、プラダンを引き
出し前面の大きさに切って
内側をテープなどで留めれ
ば見た目もスッキリです。

①寄付や買い取りをしてもらう
世界の子どもたちへ寄付してみては？ 東南アジアやアフガニスタン
などへ寄贈する団体があります。また、フリーマーケットのサイトで
売りに出すという手もあります。
寄付先を調べるときは
「ランドセル 寄付」と検索

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

工作コーナー

小学生のお子さんやお孫さんがいらっしゃる方にも身近なランドセ
ル。６年間の思い出が詰まった大切なものだからこそ、活かしたいも
のですね。そこで、ランドセルの活用法をご紹介します。

②別の形にリメイクして使い続ける
ランドセルの素材を使ってキーホルダーやペンケース、写真立てな
どにアレンジできます。インターネットの大手ショッピングサイト内で
「ランドセル リメイク」と検索すると、素敵にリメイクしてくれるお店を
探すことができるので、ぜひ、調べてみてください。

LIXILリフォームショップ伊藤建設
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③それぞれを折り、
テープなどで留める。
※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

インテリア

椅子は座るものですが、インテリアショップや雑貨店などでは安価でかわいい
椅子がたくさん見られるので、インテリアに活かしてみませんか？

■ グリーンや花を置いてみる
植物の愛らしさと
相まって、インテリ
アアイテムとして
絵になります。
水やり用の
スプレーなどと
一緒に置いても
おしゃれ♪

⑤④を器に盛り、①をのせて干しエビ、
小ネギを散らし、食べるラー油をかける。

■ 本をひとまとめにして
置いてみる

※豆乳はあえて分離させていますが、
とろみのあるスープにしたい場合は、
盛り付け後に酢を加えて混ぜてください。

ふだん、読む本や散らかりが
ちな雑誌もまとめて椅子に置
くだけですっきりしますね。

■ 玄関に置く
玄関に椅子を置くと、インテリアのア
クセントになるのはもちろん、靴を履
くときにちょっと座れてラク。カバン
の一時置きもできるので便利です。

■ 椅子をサイドテーブル代わりに
寝室やリビングで、椅子をサイド
テーブル代わりにすれば、省スペー
スで必要なものだけ置けるので機
能的にもおすすめです。

椅子の下に
靴を置けば、
玄関もすっきり
見えます！

椅子の下にカゴなどを
置けるのも良いですね！
記載内容にかかわる損害等につきましては責任を負いかねますので、材料等のお取り扱いに十分ご注意のうえご利用ください。

