
　　　石田リフォームネットの手作りニュースレターです。 2020年4月28日発行

　　　暮らしのちょっとした豆知識・わくわくする情報などなど、「ほっと」にお届けします。

　

　　

　

スマイルde住まいるスマイルde住まいるスマイルde住まいるスマイルde住まいる

春は心弾む季節のはずですが、今年は例年と違い新型コロナウイルスの発症でいろんな所で

大きな影響を受けています。

LIXILショールームでも5月上旬まで休みになりました。その他イベントも中止になっています。

コロナの影響はリーマンショック以上と言われており、大企業から小さな商店まで受けています。

ですが、少し改善してきたところもあります。設備機器商品の入荷が困難でしたがやっと入荷し

始めました。例えばトイレだと注文して1週間～2週間で商品が入ります。

まずは自分の身を守ること、大切な人を守ることが第一です。

不要な外出は控え、こまめな手洗い、うがいをして乗り切りたいです。
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人ごみを避け、我が家の庭で春を探索してみました。

晩秋に何も植えていなかったので、地面からはムスカ

リなどしか咲いていませんでしたが、鮮やかな紫色と

ぽかぽかした春の陽気がマッチして、とても心安らぎ

ました。

今度は夏野菜が収穫できる

ように、家族と何か育てて

みようと思います。

店長

舟木のり子

山本祥太郎

木村和美

松本篤志

先日、開通したばかりの自転車道うみなみロードを

走ってみました‼弓ヶ浜の白砂青松と言われる美し

い風景をお供に気持ち良くライドしました。新しいバ

イクが欲しくなる今日この頃です。

この頃、身近な中年男子達は

スポーツジムに通っているらしいぞ‼

休日にどこもいけないので、家族でゴロゴロ・・・

とにかくゴロゴロ・・・⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃

昼前には子供たちが騒ぎ出します。

それでもゴロゴロ・・・お昼を食べてゴロゴロ・・・

そんな日は３日ももたない！！わかります

動きたい年頃をどう解消してあげようか

試行錯誤をしていかなければなりませんね。

(´っ･ω･)っ

コロナ→マスク不足→「一番よく使う人が作りなさいよ

('Д')！」＝ダンナに決定！ミシンマイスターのダンナが

渋々（作り出すとこだわりのＡ型。材料選びに付き合わ

され(@_@。）作った布マスク第一号完成！ちょっと失

敗したなぁ。まあ試作品だけんこれはお前にやるわ！

自分のはもっと上手に作るけん(^O^)／と。ソレどういう

意味(・_・)？ﾏｽｸをもらった私は素直に喜ぶ？それとも

戦うべき(;´･ω･)？

断熱 防音 視線対策 楽々開閉 高断熱 省エネ

窓をこわさず

かんたんリフォーム

ﾋｰﾄｼｮｯｸ対応 結露軽減 ｶﾋﾞ汚れ対策

外付け/可動式日よけ 独立型テラス サタンダードテラス

風が

気持ちいいの

汎用汎用汎用汎用

カバーモールカバーモールカバーモールカバーモール

浴室用浴室用浴室用浴室用

台風への台風への台風への台風への

備えだね！備えだね！備えだね！備えだね！

後付雨戸後付雨戸後付雨戸後付雨戸////取替雨戸取替雨戸取替雨戸取替雨戸

取付けシャッター取付けシャッター取付けシャッター取付けシャッター

内窓（二重窓）内窓（二重窓）内窓（二重窓）内窓（二重窓） 取替窓取替窓取替窓取替窓

玄関リフォーム玄関リフォーム玄関リフォーム玄関リフォーム
収納網戸収納網戸収納網戸収納網戸

ゴールデンウイークが近づいて来ました。例年ならいろいろ計画している所ですが、今年ばかりは" 三密を避ける"に徹しなければ‼

そこで私のゴールデンウイークの過ごし方、

その① 今までの人生を振り返る。物心ついてから今日にいたるまで箇条書きにでも。(反省ばかりかも…）

その② 安井農園での夏野菜と遊ぶ事！（カボチャ、落花生、トマト、トウモロコシ、スイカ等々無事に生育するよう祈りながら）

その③ 子供、孫達と日頃出来ない会話や食事など一緒に過ごす事。 以上です。

皆様方はどの様にお過ごしになられるでしょうか？

相談役

休みの日は自粛のためいつもと違う料理を作ってま

す。先日はシュウマイに、茶碗蒸し！

シュウマイは味が薄く、茶碗蒸しは蒸しすぎて固く…

(´；ω；`)ｳｩ、その中でも美味しく煮物が出来た！と思

えば旦那に「大根固いね((´∀｀))」と言われてまいま

した。せっかく時間かけて作ったのにー！！料理セン

スのなさに嫌になりそうです…( ﾉД`)ｼｸｼｸ…

生田明紗美

石塚浩二

住まいメイト

西賀いづみ

最近は新型コロナウイルスの話題ばかりですね。

年始には、こんなことになるとは思ってなかったので

まさかの事態です(ﾟдﾟ)

週一でやっているソフトバレーやボウリングも暫く

自粛となりました(´Д｀) もちろん飲み会も…(笑)

何か運動不足解消のためにしないといけないです

ねー

みなさん初めまして3月に入社した65歳の新入社

員です。春になりゴルフシーズンがやって来まし

た。月に2～3回天気のいい時の土日に薄暮プ

レーに仲のいい仲間と一緒に米子ゴルフにいき

ます。9ホールプレーで歩いて廻ってちょうどいい

運動になります。ゴルフのスコアーは全くよくなり

ませんが楽しいゴルフです

この春は長女の高校入学、長男の中学入学と母親と

してうれしい節目を迎えました。それぞれ新生活には

りきっています！！

いろいろとイレギュラーなこともありますが、

それも経験。強く育って欲しいです。

体の大きさはすでにふたりとも

私を越えましたが...私も負けず成長しなければ( ´艸｀)

柱本英樹

熱中症の

予防ね～

テラスまわりお素敵に・快適にテラスまわりお素敵に・快適にテラスまわりお素敵に・快適にテラスまわりお素敵に・快適に‼

窓辺を涼しく心地よく。

下げるだけのカンタン

日差し対策。

【【【【スタイルシェードスタイルシェードスタイルシェードスタイルシェード】】】】

外付日よけ外付日よけ外付日よけ外付日よけ

(スタッフ雑談)

新商品新商品新商品新商品

お庭でお庭でお庭でお庭で

遊ぼー遊ぼー遊ぼー遊ぼー♪♪♪♪

【【【【リシェントリシェントリシェントリシェント】】】】シリーズシリーズシリーズシリーズ【【【【しまえるんですしまえるんですしまえるんですしまえるんですαααα】】】】
【【【【リプラスリプラスリプラスリプラス】】】】シリーズシリーズシリーズシリーズ

【【【【インプラスインプラスインプラスインプラス】】】】シリーズシリーズシリーズシリーズ【【【【リフォームシャッターリフォームシャッターリフォームシャッターリフォームシャッター】】】】【【【【リフォーム雨戸リフォーム雨戸リフォーム雨戸リフォーム雨戸】】】】シリーズシリーズシリーズシリーズ

【【【【彩風彩風彩風彩風】】】】シリーズシリーズシリーズシリーズ

目隠し効果 飛来物対策 採光・採風

【【【【テラステラステラステラスSCSCSCSC】】】】 【【【【スピーネスピーネスピーネスピーネ】】】】

詳しくは当店までお問合せ下さい。詳しくは当店までお問合せ下さい。詳しくは当店までお問合せ下さい。詳しくは当店までお問合せ下さい。



　　 　

       

バナナがブームにバナナがブームにバナナがブームにバナナがブームに⁉⁉⁉⁉

昔は憧れの高級な果物、今では手軽な果物として親しまれているバ

ナナですが、バナナジュース専門店が登場するなど、ちょっと注目さ

れています。そこで、バナナの魅力をご紹介します。

①栄養豊富！

ビタミンや食物繊維などが含まれ、ミネラルの一種であるカリウムが

豊富なので、塩分排出を手助けしたり、むくみ解消も期待できます。

②アレンジがしやすい！

適当に切ってヨーグルトに混ぜたり、牛乳とミキサーにかけて今人気

のバナナジュースも手軽につくれたりと、アレンジしやすいのも魅

力。バナナを適当な大きさに切って、電子レンジでチンする「ホットバ

ナナ」は、免疫力アップも期待できるそうですよ。

バナナの皮の色で中身の栄養が

変化するそうです。まだ青さが残る

皮の色のときは、レジスタントス

ターチというでんぷん質が豊富で

食物繊維と似たような働きをするの

で、腸の調子を整えてくれるそうで

す。黄色い皮の色だと、右に記した

ようなビタミン・ミネラルが豊富に。

疲労回復にもおすすめです。黒い

斑点・シュガースポットが増え、シュ

ガースポットには、リン脂質という

成分が含まれているので、免疫力

を高めるほか、胃を守ってくれる効

果が期待できます。

タコの食感と、グレープフルーツのさわやかな味

わいがアクセントの

ちらし寿司。彩り鮮やかで、端午の節句やパー

ティーにもおすすめです！

タコとグレープフルーツのちらし寿司タコとグレープフルーツのちらし寿司タコとグレープフルーツのちらし寿司タコとグレープフルーツのちらし寿司

①ゆでタコは薄切りにし、グレープフ

ルーツは果肉を取り出す。みょうがは小

口切りにする。

②ご飯にすし酢を混ぜ、しゃもじで切り

ながら粗熱をとる。

③②を盛り、①、しば漬けを散らす。お

好みでわさび醤油をかける。

材料材料材料材料

（２人分)

 ゆでタコ…180ｇ、グレープフ

ルーツ（ルビー）…１個、しば

漬け…100ｇ、みょうが…２本

 ご飯…２合、すし酢（市販）

…60ml

 醤油・わさび…適量

バナナの皮の色で栄養も変わるバナナの皮の色で栄養も変わるバナナの皮の色で栄養も変わるバナナの皮の色で栄養も変わる⁉⁉⁉⁉

季節の変わり目や新しい環境などで気分も不安定になりがち。

アロマの香りで、ゆったり過ごしてみませんか？

快適快適快適快適LifeLifeLifeLife

※ご飯が炊けたら、釜からすぐにご飯を取り出し、温かいうちにすし酢を

加えてなじませるのがポイント。その後、ほぐすように混ぜることでご飯

につやが出ます。

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/

皮の色で栄養

素が変わると

は、バナナっ

て奥深い！

バナナを皮ごと縦半分

に切り、電子レンジで

40秒～１分ほどチンすすすす

るだけるだけるだけるだけ！！！！ お好みできなお好みできなお好みできなお好みできな

こやシナモンをかけるこやシナモンをかけるこやシナモンをかけるこやシナモンをかける

のもおすすめのもおすすめのもおすすめのもおすすめです♪

甘くてトロトロ♪

ホットバナナ

スムージーはり

んごや小松菜な

どと合わせても

おいしい！

間違い探し間違い探し間違い探し間違い探し

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。

ChottoChottoChottoChottoいいかもいいかもいいかもいいかも

■■■■ マグカップや洗面器で手軽にマグカップや洗面器で手軽にマグカップや洗面器で手軽にマグカップや洗面器で手軽に

マグカップや洗面

器にお湯を張り、お

好みのアロマオイ

ルを１～３滴たらし

て、その湯気を鼻

からゆっくり吸うの

も良いですよ。

■■■■ アロマディフューザーで楽しむアロマディフューザーで楽しむアロマディフューザーで楽しむアロマディフューザーで楽しむ

蒸気とともに香

りを広げてくれ

る ア ロ マ デ ィ

フ ュ ー ザ ー だ

と、手軽にアロ

マの香りが楽

しめます。

代表的なのはラベンダー。イライ

ラする気持ちを落ち着かせたり、

不眠の改善の手助けもしてくれる

そうです。ほかに、スイートオレン

ジは、気分を明るくさせてくれるそ

う。気分を上げて、家事や仕事を

頑張りたいときに良いですよ。サ

ンダルウッドは、お香にもよく使

われている香りで、緊張をほぐし

たいときや気持ちを落ち着かせ

たいときにおすすめです。

■■■■ リラックスできる香りは？リラックスできる香りは？リラックスできる香りは？リラックスできる香りは？

洗面器に好きなアロマオ

イルを３～５滴たらし、

足湯や手湯を楽しんでみ

てはいかが♪

※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

ティッシュを適当な大きさに

折り、アロマオイルを２、３

滴ふくませるだけでもOK。

外出するときなど、小さな密

閉袋に入れ「ちょっと疲れた

な」というときに取り出して

かぐと、リフレッシュできま

す。

■■■■ ティッシュにふくませるティッシュにふくませるティッシュにふくませるティッシュにふくませる

ほかに、カモ

ミールやゼラ

ニウムの香り

もおすすめで

すよ♪


