ご存知ですか？

7月4日は梨の日
みずみずしさを楽
しむには早めに食
べましょう♪

みずみずしく、さわやかな甘さがおいしい梨。７＝な、４＝し
の語呂合わせで2004年に「梨の日」が制定されたそうです。
和梨の種類は多く、30以上もの品種があります。和梨には赤
梨、青梨があり、赤梨は皮に赤みがあり、ザラザラした手触り
が特徴。代表的な品種として知られる「幸水」、「豊水」などが
あります。青梨は、皮の色が緑色っぽくて、表面がツルっとし
た手触りが特徴。代表的な品種は二十世紀梨などがあります。

豊水は、強い甘みと
酸 味 控 え め で 、
ジューシーさが特
徴。幸水は、甘さと
酸味のバランスが良
く、こちらもジュー
シーさが特徴です♪

おひつじ座

対人関係にツキがあるでしょう。人間的な部分を褒め
てもらえることも多く、普段のなにげない会話の中から
自分のよい部分が伝わっていたということも大きな自信
に繋がるでしょう。人間的に成長できるときでもあります。
新しいことを始めるのにもいい時期です。

かに座

時間があれば自然に触れることをおすすめします。見晴
らしの良い場所で深呼吸したり、海や川で自然の水に
触れるのも大賛成。気持ちが浄化されて良い気を取り
込むことができます。時間はかかるものの、気持ちを切り
替えたことで満足できる結果に繋がります。

気分的に開放感があり、ポジティブになれる時期です。
とくに前半は自分のやりたいことを思い切りやって、日頃
のストレスを発散することが大事。新たにやりたいことが
見つかるときでもあるので、ネットで情報を調べたり、興
味のある本を読んだりしてみましょう。

おとめ座

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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暑さを感じる季節になってきました。ここ数年でおぼえた夏の楽しみですが...
家庭菜園にハマっています（笑）。庭先のプランター栽培ですが、数カ月間、
食卓を賑わせてくれます。夏野菜は成長の過程も早く、見ても食べても楽し
みの連続です。

伊代
表
藤取

毎年５種類くらい顔ぶれをかえながら育ててきましたが、今年は雑誌でたま
たま知った「コンパニオンプランツ」※一緒に植えると良い影響を与え合う植
物同士！をくみあわせて育てています。ミニトマト+バジル、ナス+パセリ。
生育が促進されたり、病害虫をふせぐ事ができるのだそう...。うまく栽培でき
たら、何かの機会に報告したいと思います。乞うご期待...(笑)

締

淳役
寛

星座占い
いつもは忙しく過ごしているあなたも、今はゆっくりするの
に向いているときです。今は一息入れる時期だと思って、
ゆったりしてみてはどうでしょうか。ゆっくりお風呂に浸
かったり、ゴロゴロ過ごしてみたり、あなたがリラックスで
きるようなことはなんでもしてみましょう！

さそり座

人を思いやる気持ちが、きちんと相手に届きやすい時
期。あなたの思いやりが届く相手は、家族や友達、恋人、
同僚などさまざまです。優しい気持ちで周囲の人と接す
ると吉と出ていますから、いつも以上に周囲に思いやりを。
人と穏やかな関係を築けるでしょう。

意外な趣味や特技を持っている方がまわりにいるのなら、
少しでも興味を持てそうな内容をしっかりと聞いてみま
しょう。意外と興味深いことを話していたり、新しい発見
に繋がり、いい出会いがあるでしょう。今後のステップ
アップのための環境が整っていくでしょう。

やぎ座

いて座

やぎ座の方は完璧を求めて、つい自分に厳しくなってし
まう傾向があります。無理をせず、大切なことは一気に
進めようとしないで、丁寧に対峙することが肝心です。ま
た、夏に向けて気持ちの切り替えのタイミングがやってく
るので気分転換も忘れずに。

嬉しいことや辛いことが次々に訪れ、バタバタした状態
が続くかもしれません。忙しさの中で大切なことを見落と
しがちになるので、大切な人との時間を過ごして、心に
ゆとりを持つと良いでしょう。また、あなたが幸せになれ
ば、自然と周りの人達も幸せになることでしょう。

うお座

てんびん座

みずがめ座

どんな小さなことでも、ただ流すのではなく、意識して見
てみてください。そうすると、あなたの周りに嬉しい変化
を感じることでしょう。大きな変化ではないので、大した
ことがないように感じるかもしれませんが、小さな変化が
大きなツキを呼びます。そんな変化を見逃さずに！

----------------------------------------------------------------------------------------

熱中症が最も起きている場所は1～３のどこ？
1.太陽の日差しが照りつける道路

3.いつも暮らしている住居

2.スポーツなどが行われる屋外

コロナウイルス対策として、マスクの着用は効果的ですが、
一方で、熱中症のリスクを高める一因にもなるといわれて
います。

コロナ予防と熱中症予防のポイント
正解はなんと、➂！
熱中症は、全体の約4割が
住居で起きているのです。
太陽の熱は、窓の
外でカットするの
が効果的です。

屋外で人と十分な距離（2ｍ以上）を確保できる場合
は、マスクをはずす
（例）・田畑での農作業
・散歩や自転車

・屋外スポーツ
・集落などでの奉仕作業

喉が乾いていなくてもこまめに水分補給をする
・大量に汗をかいた場合は塩分も忘れずに

エアコン使用中もこまめに換気する
・窓やドアなどを2か所開ける
・扇風機や換気扇などを併用する

なんと約73%も、
窓・ドアから外気の
熱が流入

夏の室内の温度上昇を防ぐために、窓の外で熱をカットするのが
有効です。シェードの設置で太陽熱を83％抑え、室温は最大
3.5％ダウン。快適に保てます。

暑さ対策グッズを使用する
・ハンディ扇風機
・ネッククーラー

・冷感タオル
・ヒヤロンなど
距離を十分にとり
こまめな水分補給と
マスクをはずして休憩を

------------------------------------------------

“新しい友情”が生まれる予感。また、人脈を広げるチャ
ンスでもあります。将来の目標など意見が一致する仲間
も見つかりそうなので、仕事でもプライベートでも一生付
き合える友達を探してみて。今までとは付き合いのな
かったタイプの人が、意外に気が合うはずです。

この時期は人からの頼まれごとが増えてきそう。余裕が
あれば引き受けても良いでしょう。ただ、自分にとってプ
ラスになる話も多く入ってきそうなので、小さな話でも、
それが大きなチャンスにつながることも。なるべく話の大
小で決めないほうがいいでしょう。

しし座

おうし座

和梨の保存方法は、乾燥を防ぐために、キッ
チンペーパーや新聞紙などにくるみ、ポリ袋
などに入れて冷蔵庫の野菜室に入れましょ
う。

-------------------------------------------------

“乗り越えたいこと”や“気持ちを切り替えたいこと”があ
る人は、仲のいい人に声を掛け、手伝って貰うとといい
でしょう。また、願い事は書き出すことで叶いやすくなりま
す。一度整理して、すっきりした状態で自分が望むもの
を明白にしてみる事が大事です。

ふたご座

開運

伊藤建設株式会社

皆さん、こんにちは。伊藤建設 社長の伊藤です。

おいしい梨の見分け方
ホワイトデーについて
和梨の一般的なおいしい見分け方をご紹
介します。
軸が太く、色ムラが比較的少なく、ふっくら
していて、皮に張りがあって重みのあるも
の。おしりのくぼみが深いところもポイント
だそう。赤梨は、熟すと、赤みがかった色
に、青梨は、熟すと黄色みがかった色にな
り、食べ頃となります。

梨、おいしいね♪

2021年
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快適Life

暑い日のお弁当食中毒対策
暑い日はお弁当がいたまないよう、配慮が必要ですね。そこで、対
策をご紹介します。

お弁当の彩りと栄養に強い味方、ミニ
トマト。ヘタ付きのまま入れると雑菌
の繁殖の恐れが。また、水分も残りや
すく、い たみの 一因にも な りますの
で、ヘタは取ってから入れましょう。

弁当箱はすみずみまで洗いましょう
お弁当箱を清潔に保つことも、食中
毒対策につながります。たとえば、フ
タのふちはもちろん、ゴムパッキンな
どがあれば、必ず毎回外して、隅々ま
で十分に洗いましょう。今は泡スプ
レー式の食器用洗剤もあるので、利
用するのも一つの手ですね。油分が
残っているときはすすぎにお湯を使う
とスッキリします。もし、汚れが気にな
る…という場合は、説明書きを参考
に、台所用漂白剤をお湯に溶かして
つけ置き洗いをすることをおすすめし
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)

 鶏もも肉…400ｇ、塩・コショウ
…適量
 A：ヨーグルト…150ｇ、カレー粉
…大さじ１、ケチャップ…大さじ
３、ニンニク…１かけ、ショウガ
…20ｇ
 サニーレタス…２枚

lixil-reformshop.jp/shop/SP00001085/

ID：itoken1835

Chottoいいかも

暮らしの上で必要だと思っていても、なくても意外に平気なモノがあるか
もしれません。そんな、いらないかもしれない⁉ を考えてみませんか？

■ ソファ

■ 来客用布団

①調理前の手洗いは基本中の基本
石鹸などで丁寧に洗うのはもちろん、生の肉や魚を触った際も丁
寧に洗いましょう。ちなみに、野菜や、肉･魚用とまな板を分けるの
もおすすめです。
②野菜をゆでるときは、その前に切る
野菜はゆでてから切ることも多いかもしませんが、お弁当に関して
は、切ってからゆでることで、まな板などの調理器具に触れること
なくすぐ味付けができるので、雑菌繁殖のリスクを防げます。

あるのが当たり 前になり
がちですが、つい洗濯物
などを置いたり生活感が
出やすくなりがち。また、
場所も取るので 、なけ れ
ば、スッキリ、空間を広く
使えるかもしれません。

年に数回しか使わないのに、
場所を取るので、思いきって
処分すると、そこに必要なモノ
が収納できるかも。また、客
用のカバーも普段使いの替え
カバーを使えば、しまいっぱな
しになることもありません。来
客時には、レンタル布団を使
うのも一つの手です。

見た目も
スッキリ♪

エアベッドなら、省スペースで収納
でき、干す手間もいりません。

③防腐効果のあるグッズを利用する！
最近は、ワサビ成分を含んだフィルムなどがあるので、利用してみ
ましょう。
梅干しは対策に有効だけ
●一例で見る、食中毒対策ポイント
ど、昔ながらの塩分が
ブロッコリーは房
の中に水分が残り
やすいのでしっか
りふき取りを！
卵焼きは中までしっか
り火を通しましょう

しっかりあるものが高い
殺菌効果が期待できてお
すすめ！ちなみに、梅干
しを散らしてご飯に乗せ
るとなお良しです
ちなみに、お酢も殺菌に効果
的。ご飯に少量のお酢を混ぜ
ると良いそうです。

お手軽♪タンドリーチキン
インド料理で知られるタンドリーチキン。おウチで、しかもトースターで
手軽につくることができます♪ぜひチャレンジしてみてください。

①鶏もも肉は、食べやすい大きさに
切り、塩・コショウをふる。
②Aを混ぜ合わせ、①を加えてよく
混ぜ、１時間ほど漬けこむ。
③トースターの天板に②を並べ、15
～20分焼く。
④器に、手でちぎったサニーレタス
をのせ、③を盛りつける。

※鶏もも肉の漬けこみ時間を長くすれば、さらに味がよ～くしみこみ、ヨーグ
ルトの効果で、お肉もやわらかく仕上がります。
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■ 少しくたびれた服
床に座りたいときは、
大きめのクッションな
ら移動もラクです。

■ 調理用ボウル
入れ子型に収納でき
るので、一見コンパク
トに見えますが、使う
ボウルは意外と限ら
れていませんか？ 見
直して減らしてみる
と、気分もスッキリする
かもしれません。

熟語探し

おウチ時間
も増えたの
で、部屋着
もアップ
デートさせ
て、気分を
上げたいで
すね♪

外には着ていけないから部屋着にしようかな、とい
う、くたびれたTシャツなどがありませんか？ でもい
つしか存在を忘れて、引き出しの奥に…ということ
も。残しても１～２枚にして、思いきって処分しても
いいのでは？

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。

クイズにお答えください
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
「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、メールでの応募は件名に
『住まいる通信NO.36 クイズ答え』
とご記入ください。

答えは8月末日までご応募ください。

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。

