12月12日は？

漢字の日

「いい＝１、じ＝２、いち＝１、じ＝２」（いい字一字）の語呂
合わせから、日本漢字能力検定協会が、1995年に制定し、
認定されました。そこには、日本人として、みんなに「いい
字」を「一字」は覚えてほしい、という願いも込められている
そうです。
毎年、その年の世相を反映する「今年を表現する漢字」を
全国から募集し、清水寺で発表されるのもこの日です。テ
レビなどでその模様に触れると、「年末だな～」という気分
になりますね！ あなたにとって今年を表す漢字はなんで
しょう？ 家族や友達などと、今年を振り返りながら話して
みるのも楽しいですね。
「美」「愛」「心」
などなど。日本には
素敵な漢字がいっぱ
い！自分の好きな漢
字を考えてみるのも
良いですよ！

私の好きな漢字、
何だろう？

登山

こうえい通信
年末の風物詩！
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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！
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今月の店長ひとこと
「今年の漢字」これまでは？
毎年、注目を集める「今年の漢字」。これま
でもさまざまなものがあ りました。2016年
は、「金」。リオオリンピックで12個の金メダ
ルを獲得したことから選ばれました。2013年
は東京オリンピック開催が決定されたことか
ら「輪」に。2005年は、愛知で「愛・地球博」
が開催されたことから「愛」。2003年は阪神
タイガースが18年ぶりのリーグ優勝で沸い
たことから「虎」に。まさに、漢字一字でその
年の印象的な出来事がわかりますね。

住まいメイト 瀧

こんにちは☺
日頃の運動不足の解消にもなればと思い、先日六甲山の西部にある再度山を登りに行ってきました。
「日本の滝 百選」にも選ばれている布引の滝～布引ダム～再度公園のルートで途中何度も休憩
しながら、３時間ぐらいかけてゆっくり登りました。
この日は良いお天気だったので登山をする方や、川で釣りを楽しむ方、
バーベキューをする方々で賑わっていました✨
久しぶりに登山をして疲れましたが、いい運動にもなり、楽しかったので
また紅葉シーズンにも行きたいなあ、と思います♪
下山してから、「にしむら珈琲 北野坂店」へコーヒーを飲みに行きました☆
外観も趣のある素敵な佇まいで、内装やテーブル、ソファなども昭和レトロ
な感じでとても素敵なお店でした♬
アイスコーヒーとケーキを美味しくいただきました☺
登山服で座っているのが恥ずかしくなり、あまり長居出来なかったのが
残念です💦💦

お願い

LIXILリフォームショップ
光永ホーム
TEL：06-6151-9250
FAX：06-6151-9230

平素はLIXILリフォームショップ光永ホームをご愛顧下さり、また こうえい通信 をご愛読下さ
いまして、誠にありがとうございます。
おかげさまで、2月から発行が始まった こうえい通信 も第10号を迎えることができました。

さて、こうえい通信 ですが、弊社がＬＩＸＩＬリフォームショップ光永ホームとして活動する以前から現在に至るまで
に関わらせていただいた全てのお客様に送付させていただいております。
また、お近くのお客様には手渡しさせていただいております。
月に一度も必要ないよ。という方や、もういらないよ。という方もいらっしゃるかと存じます。
お手数をお掛け致しますが、今後ニュースレターが不要な方は、返信ハガキを同封しておりますので、
お名前をご記入の上、ポストにご投函ください。

こんにちは！ 店長の花田です。
ついこの間まで、暑い暑いと言っていた気がするのですが、
あっという間に冬がやってきましたね！！
これからクリスマスにお正月と子供達には嬉しい季節ですが、
大人にとってはバタバタと忙しい季節ですよね。
師匠も走る12月。
子供のころは良く分からなかったのですが、今では納得です。
皆さま、体調にはくれぐれもお気をつけてお過ごしくださいませ。

店長花田の

ぶらり食べ歩き旅♩

第10回 なんば

なんばをぶらぶらして面白いものを発見したので皆さんにご紹介したいと思います！！
なんばにはとても久しぶりに行ったので、新たな発見だらけでした😲😲
お昼ごはんにこれを食べたのですが、何だか分かりますか？

実はこれ親子丼なんです！！！
このモコモコはメレンゲで、中には鶏肉とお出汁がたっぷりでした。
分かりにくい
見た目も触感も楽しい親子丼でした♪
ですが、左が
この親子丼は「炭焼笑店 陽」で食べられます！なんばには2店舗あるみたいです。
私です。
夜は居酒屋さんになるので、シメに食べてもいいですね☺
食後にグリコの近くをブラブラしていると大きなカールのおじさん
がいました！！おじさんの横には大きな画面が付いていて
CMが流れているのですが、合間に通行している自分たちが写る
仕掛けになっていました。観光している方々に混じって写真撮影
してきました！テレビデビューした気分になれます。(笑)
ちなみにカールは現在、関西地域以西でしか販売をしていないん
だそうです。全然知りませんでした😲😲
お
先月、「得意を売り買いするならココナラ♪」のCMで
お馴染みのココナラを初めて利用し、光永ホームの
みんなの似顔絵イラストをお願いしてみました。
写真を1枚送るだけで描いてくれるのですが、
仕上がりを見て、ビックリ！そして感動しました😲😲
とても似てませんか！？
似顔絵イラスト作ろうとお考えの方、
ココナラで探してみるのもオススメです💡💡
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LIXILリフォームショップ
光永ホーム

こうえい通信
ご存知ですか？
門松、しめ縄、鏡餅
は、29日は「９」
が苦に通じるため、
NGです！
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年末にすること、知っておきたい
お正月を迎える準備がいろいろありますね。そこで、門松などを飾る
時期や年越しそばについてなど、ミニ知識をご紹介します。

●門松やしめ縄、鏡餅はなぜ飾る？
門松は年神様がお越しになる目印で、しめ縄は年神様をお迎えする
神聖な場所を示すもの。鏡餅は年神様へのお供えものだそうです。
●門松やしめ縄、鏡餅を飾る時期は？
年神様を迎えるにあたり、あわただしいのは失礼なので、27日か28
日が適切といわれています。
30日は月の最後の日と同じ扱いになる
のでNG、31日も「一夜飾り」と言わ
●年越しそばはなぜ年末に食べる？
れ、縁起が悪いので避けましょう。
そばは切れやすく、「災いを断ち切る」という意味から、必ず年が明
ける前までに食べて、災いを遠ざけ、新年を気持ちよく迎えられるよ
門松・しめ縄・鏡餅をおさげする時期は？
うに、ということから習慣になりました。

門松･しめ縄は、一般的には神様がいらっ
しゃる「松の内」の最終日、１月７日までで
すが、関西なら1月15日までなど、各地で
時期が違うようです。おさげしたら、神社な
どで行われる「どんと焼き」でお炊き上げ
をしてもらうと良いですね。鏡餅は、基本
的に１月11日だそうですが、関西なら1月
20日など、これも各地で違うようです。鏡
餅は、包丁で切ると切腹を連想させ、縁起
が悪いので、木槌や金槌で割ることをお
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人分)

 スペアリブ…４本
 A／ウスターソース・赤ワイン…各
大さじ２、しょうゆ…大さじ１、ガラ
ムマサラ・黒こしょう…各小さじ
1/2、にんにくすりおろし…１かけ
 かぶ…１個、かぼちゃ…50g、ブ
ロッコリー1/4個、ローリエ…２枚、
赤パプリカ…1/4個

●鏡餅の飾り方
①三方（台）の上に半紙などの端
が三方から垂れるように敷く。
②裏白というシダの葉を２枚、広
げて置く
③大小のお餅を重ね、いちばん上
にだいだいを乗せる

年越しそばは、31
日なら、時間はいつ
でもいいそうです！

12月号

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/

Easycraft

かわいくて色鮮やかなクリスマスカードをマスキングテープ（通称マステ）で
つくってみませんか？ 切って貼るだけなのでとっても簡単ですよ♪

■リースのアイデア
カードに円を描き、それに沿ってマステ
を貼れば、リースになります。上部にリ
ボンのシールを貼ったり、リース型の
マステの中にクリスマステイストのシー
ルを合わせてもかわいいですよ！
グリーン系を中
心にすれば、柄
がいろいろあっ
ても素敵なリー
スに見えます♪

■プレゼントデザインのアイデア
マステを横に貼って２～３つ合わせ、
真ん中の縦に、端をリボンみたいに
切った細いマステを貼ればOK！

丸い鏡餅は、神様が宿ると言われる丸い鏡か
ら来ており、大小２つのお餅を重ねること
で、「円満に年を重ねる」という意味が込め
られています。

■ クリスマスツリーのアイデア
細かく切ったり、長さをも
たせたり、ツリー型にする
アイデアもさまざまです。
イ ラ ス ト 左 は カー ド
に 鉛 筆 な ど で 三角 を
描 き 、 そ の サ イズ に
合 わ せ て 長 さ を変 え
てマステを貼れば
OK！ 右は、長さを
上 に い く に つ れて 短
く 切 っ て 貼 る だけ と
超 簡 単 ！ マ ス テの 柄
も グ リ ー ン に こだ わ
らなくても大丈夫！
緑色のマステを細
かく切ってツリー
型に貼るだけ！
マステの端から
三角を切り取れ
ばリボンみたい
になります
マステを切ったり、細かく
切ったものを一時置きする
のにカッティングボードが
あると便利。100円ショッ
プなどで手に入ります。

豚スペアリブのスパイシーグリル

土台はベージュや茶色のマ
ステで四角く貼れば完成！
さらにクリスマス柄のマス
テを貼れば雰囲気アップ！

パーティー料理にぴったりなスペアリブ。トースターで仕上げる
手軽さながら、彩り豊かで食べごたえのあるメニューです！

①Aを混ぜ、スペアリブを１時間ほど漬
け込む。かぶはくし切り、かぼちゃは薄
切り、赤パプリカは大きめに切る。ブ
ロッコリーは花房に分ける。

簡単クロスワード

②かぼちゃ、ブロッコリーは耐熱皿に
少量の水を加え、ラップをして600Wの
電子レンジで２分ほどかける。
③②に①、ローリエを加えて並べ、オ
リーブオイルをかけ、途中、肉を裏に
返して1000Wのトースターで20分焼く。
※スペアリブは、保存袋などに入れ、しっ
かり揉みこんで漬けるとやわらかジュー
シーに仕上がります♪

HP

○の中に縦横２つの言葉に共通する１文字を入れて、４つ見つけたら、
その４つで出来る言葉を答えてください。

