ご存知ですか？

10月の月の和名は神無月

暑さも残りながら、秋の気配を感じる時期ですね。
10月の和名は「神無月（かんなづき）」。かみなづき、かむなづ
きとも呼ばれ、日本には、このような美しい別名があります。10
月は、全国のやおよろずの神様が会議のため、出雲大社へ出
かけるので、神がいない月「神無月」という言い伝えが広く知ら
れていますね。また、「無」は「の」を意味するので、「神の月」、
つまり、神様を祀る月から来ているとも言われています。
ほかに、雷が鳴らない月というところから、「雷無月（かみなりな
しづき）」が転じた説や、新穀でお酒を醸造する月であるところ
から「醸成月（かみなしづき）」が転じたとも言われています。
ハギの花言葉は前向きな恋
フジバカマは秋
の七草のひとつ
で、ほかに、ハ
ギ、ナデシコ、
オミナエシなど
があります

ちなみに10月の花には
センニチコウ（不朽）、
ミセバヤ（憧れ）、
フジバカマ（用心深い）
ヤハズカズラ（美しい
瞳）などがあります♪

そばの香りと
のど越しが良いね♪

（4/20～5/20）
運気は順調。楽しみを取り入れていく余裕が生まれ、これまでの
やり方にとらわれず、自由に立ち回ることができます。相手が求
めるものをシンプルにとらえることで、対人運でも仕事運でも運気
アップ。ラッキーカラーは緑。ワンポイントに取り入れて。

（5/21～6/21）
挑戦する時。視野がどんどん広がっていき、今までやってな
かったことに挑戦して、外の世界とのつながりが増えそうです。
面倒なことも少なくないですが、自分で課題を見つけて、ひとつ
ずつ丁寧にやっていきましょう。確かな進展が期待できます。

（6/22～7/22）
収入アップのチャンスはありますが、楽をしようとすると痛い思い
をしそうです。想定外の出費がありそうですが、巡りめぐって帰っ
てきそうなので、自分への投資としてとらえるのが吉。ラッキーカ
ラーは白。白を中心としたファッションをしてみるといいでしょう。

（7/23～8/22）
さまざまなチャンスに恵まれそう。意欲的になれる時期なので、
新しい分野を開拓できたり、何か大きなことを任せられることが
あるでしょう。しかし、ちょっとしたことで落ち込んでしまうことがあ
るので、断ることができる風通しの良い関係づくりを大切に。

（8/23～9/23）
金運が好調です。初心に帰ることが求められ、そもそもの魂胆や、
やりたかったことを再認識することで、新しい金脈を探っていけそ
うです。あれこれ考えすぎず、感覚に身を委ねてみましょう。ラッ
キーアイテムは果物。身も心もリフレッシュします。

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

No.32

出雲大社で神様が
ホワイトデーについて
話し合うこととは？
全国のやおよろずの神様の会議とは⁉ 言
い伝えとはいえ、気になりますね。
どんなことを話すのかというと、来年の気
候や、農作物の収穫、人々の「縁」につい
てと言われています。さまざまなめぐり合
わせで結ばれることが、もしかしたら、神様
からのプレゼントかも？ と思うと、とてもロ
マンチックですね。

2020年9月1日発行

たわわに実った秋の味覚！今回は「ぶどう」のお話…

主な季語は、秋晴れ、秋高し、馬肥ゆるのほ
か、新酒、新そば、落花生、りんごなど、食欲
の秋にふさわしい、言葉があります。

ぶどうの健康効果
ぶどうの皮に多く含まれるポリフェノールには強い抗酸化作用があり、高血圧予防や老化防止、
発がん抑制などの効果が期待されます。特に赤や黒の皮には目の疲労回復に効くとされるアント
シアニンが豊富。また、ブドウ糖はすぐにエネルギーになる重要な栄養素。脳を活性化するので勉
強や仕事に疲れた時には最適なのです。

ぶどうの新女王・緑色のシャインマスカット
2006年に品種登録されたばかり、ここ数年で人気が急上昇の新品種です。糖度が高く酸味は
少なめで香り豊か。栄養豊富な皮ごと食べられ、ポリフェノールやビタミン、食物繊維などによ
る美肌効果が期待できます。
昔から国内で最も多く作られている巨峰、食べやすい小粒のデラウェア...皆さんの好みはいか
がでしょうか？？
代
ぶどうを買うときの見分けかた
軸が青々しているのが収穫後の日数があまり経っていない証拠なのだそう。果皮に張りが
あり、全体的にみずみずしく皮に白い果粉(ブルーム)が多く付いているほど新鮮です。ぶど
うの保存はポリ袋に入れ乾燥を防ぎ、冷暗所または野菜室で保存しましょう。

星座占い
（3/21～4/19）

伊藤建設株式会社

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。

開運

植えた種が芽を出し、急成長していくような時期になるでしょう。
色んなことに興味を持ち活動したくなりますが、広げすぎ、増や
しすぎないように。常に心に余裕を持ち、ゆったりとした気持ち
で活動することで、よい判断ができます。
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（9/24～10/23）
プレッシャーを感じる場面が増えそうです。しかし、自分の判断
や行動に自信を持って。大きくレベルアップするでしょう。ピンチ
もチャンスに変えることができます。ラッキーカラーは黒。モチ
ベーションを保つことが出来そうです。

Check!

SNS始めました

（10/24～11/21）
失敗と成功を繰り返ししそうな予感。しかし失敗も今後の糧にす
ることが出来たり、楽しく過ごせたりと、有意義な時間を過ごせそ
うです。目的を明確に持つことで、成功も近くなりそうです。ラッ
キーカラーは青。晴々した気持ちを持てそう。

（11/22～12/21）
未経験だった新しい分野に飛び込めたり、今までやりたかった
けれど時間がなくて諦めていたことに挑戦できたりと、意欲的に
活動できそうです。適度に休憩をとるなどリフレッシュをしながら
行動するとさらに吉。

（12/22～1/19）
今までの苦労が、ようやく花開く時期になりそう。やりがいを感じ
ることが増えたり、手応えを得られたりと、運気は上昇です。しか
し焦りやすくなるので、落ち着いて集中できる環境を整えること
を心掛けましょう。

Follow me !

ハロウィンイベント
企画中
近日公開予定！
日時10月24日（土）
場所：あさひ野展示場
詳しくは
ホームページにて

気軽に相談できる

最新の施工事例が見られる

お得な情報をいち早くお届け！

たくさんのフォロー
お待ちしております♪

（1/20～2/18）
様々なことが次から次へと起こり、なかなか落ち着いていられな
いかもしれません。しかし、流されることなくマイペースで過ごし
ていると、周りの状況も落ち着いて、運気もアップしそうです。
ラッキーカラーはピンク。優しい気持ちになれそうです。

（2/19～3/20）
いつになく繊細になってしまい、疲れてしまいそうです。一人で考
えることなく、いろんな人に相談することで気持ちも軽くなります。
疲れているからこそ、向上心を持つことが大事。その精神が今後
の運勢を大幅にアップすることになりそうです。

お客様満足度
アンケートとは？

➊ご提案からアフターフォローまで、全２８項目の厳しい評価でお客様の本音をうかがいます。
❷ＬＩＸＩＬが公正な立場で回収・集計。Webサイトで公開しています。
❸アンケート結果は加盟店へフィードバック。サービスの品質向上を図っています。

リ

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

Chottoいいかも
天井にもカビ
は潜んでいま
す。忘れずに
きれいにしま
しょう。

防カビのく
ん煙材を使
うのも良い
ですね！
カビ取り剤やくん煙材
は、説明書きをよく読
んで使いましょう

秋カビに注意しましょう！
カビといえば、梅雨の時期を連想しますが、実は、梅雨に増え、夏
を越えた繁殖力旺盛なカビが秋に活発になるのだそうです。そこ
で、カビを防止する対策を紹介します。

①お風呂をしっかり掃除する！
目に見えるカビは、カビ取り剤などをまんべんなく塗って、時間を置
き、丁寧に洗い流しましょう。また、壁や床などの石鹸カスも残さな
いよう、入浴後にシャワーで流しましょう。仕上げに乾いたタオル
や、スクイーズで水滴をふき取ると良いですよ。
②収納スペースを風通し良くする！
押し入れやクローゼットは、空気がこもりがちなので、カビが発生し
やすくなります。ときどき扉を開けて、換気をしましょう。

冬に備えてエアコンのお掃除を
エアコンを使用する頻度が減るこの
時期は、カビが増える可能性が。冬
の暖房稼働に向けて、キレイにする
ことが大切です。吹き出し口は、水
で濡らした布などを固く絞り、キレイ
に拭きましょう。エアコンの上部など
のホコリもカビの一因になるのでお
忘れなく。内部の洗浄は、お掃除の
プロに頼むのも良いですね。お掃除
をするときは、エアコンの電源を抜
きましょう。

エアコンのフィルター
は、掃 除機や 古い 歯ブラ
シなど で取り 除き 、水で
よく洗 い流し 、し っかり
乾燥させましょう

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/







Easycraft

ピニャータは、メキシコ発のパーティーの楽しい遊びで、日本で言うくす玉
のようなもの。中にお菓子を入れ、たたいて割り、お菓子を取ります。ハロ
ウィンバージョンをつくってみませんか？

■ 紙袋でつくろう！
おウチにある紙袋に
ハロウィンのシールや
色 紙 を 貼 れ ば OK ！
中にお菓子を入れ、マ
スキングテープなどで
封をすれば完成です。
フロアワイパーなどの棒
に袋の取っ手を通し、ガ
ムテープやひもで固定し、
割るときはラップの芯な
どを使うと良いですね

ホコリは掃除
機を使うのも
良いですよ

かんたんレシピ
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伊藤建設株式会社
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（２人分)
鶏の手羽元…６本
A／酒…大さじ１、こしょう…適量、B／
コチジャン…大さじ２、にんにく（すりお
ろし）…１かけ、ケチャップ…大さじ２、
酒・しょうゆ・みりん・砂糖…各大さじ１
いりごま…大さじ1/2、片栗粉…大さじ
２、サラダ油…適量
きゅうり…1/2本、糸三つ葉…1/3束、
鶏がらスープの素顆粒…小さじ1/2、
ごま油…大さじ1/2

100円ショップのハロウィンの
紙袋やシールを使うと、手軽に
できますね！

コチジャンが効いたおかずにもおつまみにも合う一品です！

①手羽元に包丁で切れ目を入れ、
Aをまぶし、15分漬け込む。

熟語探し

②①に片栗粉をまぶし、フライパン
に５ミリほどのサラダ油を熱して転
がしながら火を入れる。

クイズの答えを募集します

③いったん火を止め、フライパン
の余分な油をキッチンペーパーで
取り、Bを入れて火にかけて、②に
からめ、いりごまを振る。
④きゅうりはたたいて３センチ幅に
切り、糸三つ葉は粗切りにする。
⑤④に鶏がらスープの素顆粒、ご
ま油をまぶし、③とともに器に盛り
つける。
※肉に切れ目を２、３ヶ所入れると下味がしみ込み、片栗粉をまぶ
すことで、肉の旨みを閉じ込め、ソースが絡みやすくなります。

提灯をそのまま
使うときは、た
たいて、底の穴
からお菓子を落
として遊びます

お菓子が落ちな
いように、ティ
シュなどを敷き
ましょう

■ ちょうちんを
派手に割りたいときは
①ちょうちんの一部を残
して、カッターやはさみ
で横に半分に切り、形を
整えるために内側をガ
ムテープで固定します。
②底になる方にお菓子
を入れて閉じ、切れ目
はマスキングテープなど
でざっくりふさぎます。

家具の後ろなど、ホコリがたま
りやすく、換気がしにくいとこ
ろも、キレイにしましょう♪

鶏肉の韓国風辛み炒め

■ ちょうちんを活用しよう！
100円ショップや雑貨
店のハロウィンの提
灯を使ってもできま
す。こちらも、付属の
ひもを棒の先に通
し、ガムテープなどで
固定します。

マスキングテープなどで
ざっくりふさぐことで、
割れやすくなります
※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

A～Cは漢字四文字の人名の各漢字の一部を拡大したものです。人名を
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。

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。
ＬＩＮＥ、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
メール
「伊藤建設 クイズコーナー」
FAX ： 0223-22-2264
E-mail ： honsya@itokensetu.co.jp
LINE ID：@itoken1835
ＬＩＮＥ
※lLINE、メールでの応募は件名に
『住まいる通信NO.32 クイズ答え』
とご記入ください。

住まいる通信NO.31のクイズ 答え:Ｂ
A→ベランダの手すりの支えB→サッシのカギ、かき氷の量C→たこやきの数D→金魚の腹びれ

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、実施や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。

