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今月の店長ひとこと

豊中 親子丼ランチ

今回、○○の紹介した備前焼のお猪口。
ぐいっとやっていただくには最高です。
そんなお猪口を３名の方に。

2019年9月15日発行

多彩なスポーツ競技の愛称

バスケは愛称が変更に

ご存知ですか？

日本でリーグ戦も行われ、注目が高まるバ
スケは、当初、俊敏なハヤブサと日本のス
ピードあるプレースタイルをイメージして「隼
ジ ャ パ ン 」 と 名 付 け ら れ ま し た が 、
「AKATSUKI FIVE」と変更に。日本代表の
チームカラー「黒と赤」を日出ずる国・日本の
日の出（あかつき）の空の色になぞらえ、さら
にコートで戦う５人の選手＝FIVEを組み合わ
せたそうです。

いよいよ来年は東京オリンピック！ 1964年以来ですね。その

開会式が10月10日だったことを記念して「体育の日」が制定さ

れました。いつの時代も感動を届けてくれる選手たち。その日

本代表チームには競技ごとの愛称があります。

有名な所では、男子サッカーは「サムライブルー」、女子は「な

でしこジャパン」。ほかにも、飛び込みは「翼ジャパン」。競技

のスピード感が良く表れていますね。ボートは選手をクルーと

呼ぶことから「クルージャパン」と名付けられたようです。バ

レーボール男子は「龍神NIPPON」、女子は「火の鳥NIPPON」。

水球は海の神にちなんで「ポセイドンジャパン」だそう。今回

から種目に加わる空手は「雷神ジャパン」。愛称を知ると、親

近感も増しますね。

「マーメイドジャパン」が愛称のシンク
ロナイズドスイミングは、アーティス
ティックスイミングと競技名が変更に。

卓 球 は 「 卓 球
NIPPON 」 と 超
シンプルな愛称

華麗かつダイ
ナミックな演
技が見もの！

競泳は俊敏さ
をイメージし
た「トビウオ
ジャパン」！

こうえい通信
LIXILリフォームショップ

光永ホーム

TEL：06-6151-9250
FAX：06-6151-9230

LIXILリフォームショップ 光永ホームが、知っておくとちょっとお得な情報や
お店の情報を毎月お届けします！

こんにちは！ 店長の花田です。
10月から消費税増税されますね。大きな買い物は9月中
に済ませておきたい！ということで、花田家では炊飯器を
新調しました。
いつもと同じお米のはずなのに、美味しくて感動しました✨
やはり、炊き方で味は変わるんですね。
皆さんは何かお買物されましたか？

店長花田の ぶらり食べ歩き旅♩ 第8回 金沢

お ま け

お盆休みに石川県の金沢に遊びに行ってきました☺
サンダーバードに乗って約3時間弱で大阪駅から金沢駅に到着しました。
金沢といえば海鮮ですよね！到着してまず、近江町市場に向かいました。
ちょうどお昼時で、どのお店も行列が出来ていました。
せっかく来たのでちょっと贅沢をして、石川の特産であるのどぐろや
白エビのお寿司を食べました！！味が濃くてネタがぷりっぷりでした。
大阪で食べるお寿司とはまた全然違いました。
熱気むんむんの中、並んで食べたお寿司は格別に美味しかったです。
市場をブラブラしているとでかい牡蠣が！！しかも生牡蠣。
お腹が年々弱くなっているので、少し悩んでのですが、これは食べるし
かないと一思いに食べました！！人生初生牡蠣。ミルキーでした。
さすが、海のミルク。
兼六園と21世紀美術館にも行ってきました！
21世紀美術館では期間限定で、今話題のチームラボの最新の技術を活用
した個展が開催されていました！
いくつかテーマで部屋が分かれているのですが、中でも印象に残っている
のが、自分たちが色を塗った絵をスキャンするとそれがプロジェクターに
映し出されるというもの。子供たちに混ざって何十年かぶりにクレヨンを
握りました。
自分が塗った絵が映し出されると嬉しくて、つい何回もスキャンしてしま
いました。童心に帰って楽しみました♪
あともう一つ印象的だったのが、たくさんの動く光の玉がある鏡張りの部
屋がありました。
色々な色に光って、幾何学的で、少し不思議で、幻想的でした。
少し遠いですが、東京のお台場と豊洲では常時開催しているみたいなので
ぜひ体験してみてください☺

PRESENT
先月号のプレゼント企画（QUOカード）のご応募は、9/１０（火）をもって締め切らせて
いただきました。抽選の結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
ご応募ありがとうございました！！
次回もお楽しみに♪

先日、LIXILのお風呂「スパージュ」の体験に行ってまいりました☺
スパージュは、肩湯、打たせ湯、ヘッドシャワーなど、温泉や高級ホテルでしか味わえないような癒し
を自宅でも体感できるという点が最大の特徴です。
本当にそんなにいいの？という半信半疑な気持ちで、いざ入浴！！
結論を言うと、 良い…！！！
社長の寺地のオススメは肩湯。肩から包まれる感じが絶妙です。
花田のオススメはジェットバス。強さも調節できるので、ずっとお風呂に
浸かっていられます。営業担当の篠原さんのオススメは打たせ湯です。
肩こり、首凝りにはもってこいです。一度体験するとやみつきになりますよ！

「＃TOKYO おやつショー」に行ってきました🍰🍰 住まいメイト 瀧

先日、阪急百貨店で行われていた「#TOKYO おやつショー」に行ってきました♪

開店と同時に入場したのですが、１０分程並んで無事お目当てのレモンケーキが

買えました！！持ち帰って食べましたが、レモン風味のホワイトチョコでコーティング

され、生地にもレモンピューレが練り込まれていて、とても美味しかったです♪

会場では、中身ぎっしりのたい焼き風のスイートポテトを頂きました。

そして次はお隣で開催されていたカレー展へ…

「黒胡麻坦々キーマカレー×ドエビカレー」はクセになるお味でした！

食欲の秋の前に、ついつい食べ過ぎました💦💦

別の日ですが、豊中市本町にある「鼓道」と言うお店に、ランチに行ってきました。

お昼は、石臼挽そばと親子丼が有名らしいのでそちらを頂きました！

とろとろの卵はとても濃厚で、今まで食べた親子丼の中で一番美味しかったです！！

店内もとても落ち着いた雰囲気で素敵でした。

阪急宝塚線 豊中駅からも近いのでおススメです☆

写真は寺地です。
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快適 Life 洗濯のお困りごとを解決しよう！

毎日の家事のひとつが洗濯。ときに、「どうしよう!?」と困ってしま

うこともありますね。そんな問題の解決法をご紹介します。

①えり、そでのしつこい皮脂汚れ

食器用中性洗剤が活躍！汚れた部分につけ、ぬるま湯で軽く

揉み洗いをして水ですすいだ後、洗濯機で洗濯を。

②口紅やファンデーションの汚れ

クレンジングオイルをなじませてぬるま湯で洗えば落ちやすいで

す。

③色移りしてしまった場合

干す前にすぐ水洗いをすると少し落ちます。さらに酸素系漂白

剤を40～50度のお湯に溶かして30～１時間漬けこみましょう。

食器用洗剤は中性が多く比較的、どん
な生地でも使うことができますが、レー
ヨンなどの摩擦に弱い生地やシルクな
ど生地が変質しやすいものは目立たな
いところで試してから使いましょう。酸素
系漂白剤は、粉末だと効果が強いの
で、デリケートなウールやシルクは避け
ましょう。

豚肉とりんごの相性抜群！ バターや生クリームのコクも加わった、
食べごたえのあるパスタです♪

豚肉とりんごのバタークリームパスタ

材料
（２人分)

①たっぷりの湯に塩を加えてパスタ
をゆでる。

②りんごは粗切り、にんにくはみじん

切りにする。

③バターで②、塩・黒こしょうをふった
豚ひき肉を炒め、白ワインを加えて
沸騰させ、生クリームを入れたらさら
にひと煮立ちさせてすぐ火を止め、
塩・黒こしょうで味を整える。

④③に①を加えてあえ、器に盛りつ
けて粉チーズと黒こしょうをふる。

 パスタ150ｇ

 豚ひき肉…160ｇ、りんご…こぶり

のもの1/2個、にんにく…２かけ

 バ タ ー …30 ｇ 、 生 ク リ ー ム

…150ml、白ワイン…大さじ２、

塩･黒こしょう・粉チーズ…適量

●ティッシュを一緒に洗濯してし
まった！
濡れているうちに、野菜が入ってい
たネットなどでなでると落ちやすい
です。または、スポンジの固い方で
優しくこするのもおすすめ。

生地をチェック

自分好みの香りで入浴剤を手づくりしてみませんか？
お子さんと作ってみるのも楽しいですよ♪

■ バスボムをつくってみよう！

お風呂に入れるとシュワシュワ気泡が
楽しい入浴剤です。

【材料】

重曹100ｇ、クエン酸50ｇ、片栗粉（ふつう
の塩でもOK）50ｇ、水少々、お好きな精油
20～30滴、製氷皿などの型、混ぜる用の
ボウル、スプーン

①重曹、クエン酸、片栗粉（または塩）をボ
ウルなどに入れて先に混ぜてから精油を
入れ、水を少しずつ加えながらダマになら
ないよう、さらに混ぜる。※食紅やドライ
ハーブを入れるときはこのタイミングで。

②①を指やスプーンの背で押したときに
しっとりまとまる感じになったらOK。
③製氷皿などの型に入れて半日～１日乾
かせば完成！ 型がない場合は、ラップで
茶巾絞りのように包んでもできますよ。

■混ぜるだけ！バスソルト

塩の効果で発汗作用があり、
リフレッシュ効果が期待でき、
お肌もすべすべに♪

１回分として、天然塩大さじ２
にお好みの精油２～５滴を混
ぜるだけで完成！

Relax

※再度温めなおすと生クリームが分離
することがあります。

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/

食器用洗剤は食
べこぼしにも効
果アリです！

●Tシャツなどの黄ばみ
食器用洗剤で下洗い後、酸素系漂白
剤で30分～１時間漬けこんで洗濯
機で洗えば、薄い黄ばみなら1回で
キレイに、濃い黄ばみは、繰り返し
で徐々に薄くなります。

強力タッグで
スッキリ♪

食紅など天然の色
素で色づけするの

もかわいい！

水はスプレーで入
れると、とダマに
なりにくく、失敗

しにくいです

塩は粗塩やミ
ネラルなどが
豊富な岩塩が

おすすめ

熟語探し
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。

※水を一度に入れ過ぎると、シュワシュワ発泡し、失
敗するので、スプレーで15～30プッシュほど混ぜな
がら入れましょう

※バスボムは、密閉容器やジッパー袋に入れ、直射日
光を避けて保存し、できるだけ早く使いましょう

バスボムやバスソ
ルトはドライハー
ブを入れるとより
おしゃれに♪

LIXILリフォームショップ
光永ホーム
住所：豊中市庄内幸町3-17-5

TEL：06-6151-9250 FAX：06-6151-9230 ホームページ：http://www.koei-home.com/
こうえい通信

答えはHPのブログ
に掲載いたします。
次回もお楽しみに♪ HP

Instagram  →
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