ご存知ですか？

３月の月の和名は弥生

徐々に春の穏やかな暖かさを感じる時期ですね。
３月の和名は「弥生（やよい）」です。日本には、このような美し
い別名があります。弥生の「弥」の漢字は「いや」と読み、「いよ
いよ」、「ますます」という意味があり、草木がますます生い茂
る月ということから「弥生」となった説があります。
異名は「花月」や「夢見月」、「桜月」などがあります。３月と言
えば、今は春の始まりといった感覚ですが、旧暦では春の終
わりの時期にあたるため「晩春」「暮春」という呼び名もあるよう
です。
黄色の花言葉
は「名声」
ちなみに３月の花には、
チューリップ（赤は真実の
愛、ピンクは愛の芽生
え）、タンポポ（花言葉は
真心の愛）、ハナミズキ
（花言葉は永続性、華やか
な恋）などがあります♪

こうえい通信

はぁ～よく寝た～
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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！
主な季語は、春の雪、春雨、卒業、そして、
啓蟄（今年は３月５日）もあります。虫だけ
でなく、動物や草花も目覚める時期ですね！

ホワイトデーについて
３月といえば、ホワイトデーがありますね。
これは、２月14日のバレンタインデーに女
性から男性へチョコをプレゼントする日本
ならではのバレンタインデーが定着しつつ
ある状況に目をつけたお菓子業界がその
お返しにと、ホワイトデーを記念日として制
定。キャンディやマシュマロを贈るのが定
番となりました。

最近食べて美味しかったもの

田村

こんにちは。住まいメイトの田村です。いつもお読み頂きありがとうございます。
今回は私が最近食べて美味しかったものをご紹介したいと思います。
博多もつ鍋 楽天地さんのもつ鍋が私好みでとてもおいしかったです。
にんにくたっぷりで、ニラも山盛りの状態でこぼれるのではないかな、
と言う位盛られていました。
その後すぐに新幹線に乗車したのですが、自分が臭くないか、座る悪臭になっていないかが心配でした。
食べ物臭は食べると無くなりますが、食べてから臭は隠せないので周囲の方には申し訳ない位でした。
めげずにまた食べたいです。お取り寄せもあるようなので是非ご賞味下さい。
後私は、博多に行き時間があれば買う物は太宰府天満宮で有名な梅ケ谷餅です。
甘党にはたまらないお餅です。
関西でも以前的屋で披見しましたが丁度片付けが終わった所で食べれずだったので、
持ち帰りました。
最後に冬限定の商品で原子パイのチョコレートです。
大人になり原子パイが好きになりましたが、チョココーティングは反則です💛💛

お知らせ
2月16日(日)にリフォームイベントを開催いたします♪
ご興味のある方はぜひ、光永ホーム庄内ショールームにお越しくださいませ。
3月1日（日）にはLIXILショールーム箕面にて春のリフォーム提案会を開催いたします♪
＼ NEW✨／
詳しくは同封しております別紙をご覧ください☺
Instagram
新築のHP
HP
SNSやってます！
ぜひ、チェックして
みて下さいね♪

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

2020年2月15日発行

今月の店長ひとこと

こんにちは！ 店長の花田です。
年が明けて、気が付けばもう2月の半ば。月日が経つのは早いです
ね😲😲
今年の冬は暖冬と言われていますが、こうえい通信3月号を書いて
いる今現在、とても寒いです。
最近は、春のように暖かい日もあれば、雪が降りそうなくらい寒い日
もあって、気温差に体がついて行けません💦💦
風邪やインフルエンザだけでなく、新型コロナウイルスという怖い病
気も広がり始めております。
外出時のマスクや手洗いうがいは必須ですね。
まだまだ寒い日が続きそうです。暖かくしてお過ごしくださいね。
元気にこの冬を乗り切りましょう！！

店長花田の

ぶらり食べ歩き旅♩

第12回 新歌舞伎座

先日、祖母と大阪上本町の新歌舞伎座で「新歌舞伎座新開場10周年記念
特別公演 五木ひろし 特別出演 坂本冬美」を観てきました。
祖母は坂本冬美さんのファンだそうで、お供してまいりました！
公演が始まる前に腹ごしらえということで、新歌舞伎座のビルの裏にある
「なかたに亭」というチョコレート屋さんでケーキを頂きました。
ぱっと見はテイクアウトしかないような小さなお店なのですが、お店の奥に
イートインできるカフェスペースがありました🍰🍰
私はキャラメルクリームの入ったチョコレートムースをいただきました。
キャラメルとチョコだと甘すぎるかな？と思ったのですが、食べてみると
チョコレートのムースは濃厚なのに甘すぎず、キャラメルが香ばしくて大人
の味でした。
私はムースは甘くて途中で味に飽きちゃうことがあるのですが、なかたに亭
のムースケーキは美味しくて食べる手が止まりませんでした！
大阪上本町駅に行く機会があれば是非みなさんにも食べて頂きたいです♪
平日に行ったのですが、おやつ時だったのでほぼ満席でした😲😲
土日だと少し混んでいるかもしれませんね💦💦要注意です！！
腹ごしらえも終わり、いざ新歌舞伎座へ。
なんと、前から2列目でとても見やすい贅沢な席でした！！
第1部は「沓掛時次郎」というお芝居でした。時代劇を観るのは初めてでし
たが、ハラハラドキドキの展開で、物語に引き込まれてしまいました。
6歳の子役の男の子が立派に演技をしている姿にも感動しました✨
1部と2部の間に35分間の休憩があり、その間に新歌舞伎座の会場に入ると
きに買っておいたお弁当を食べました。一口サイズで色とりどりなてまり寿
司。見た目の可愛さに反してボリュームがあり、大満足なお弁当でした！
第2部は初春オンステージということで、歌のステージが始まりました。
知っている歌は少なかったのですが、キラキラの衣装に生演奏に生歌という
だけでテンションが上がりました！！
貴重な体験ができた濃ゆい1日でした。誘ってくれた祖母に感謝です☺

こうえい通信
chottoいいかも

使用済みランドセル、どうしてます？
小学生のお子さんやお孫さんがいらっしゃる方にも身近なランドセ
ル。６年間の思い出が詰まった大切なものだからこそ、活かしたいも
のですね。そこで、ランドセルの活用法をご紹介します。

買い取りをし
てくれるリサ
イクルショッ
プも あ る の
で、チェック
してみてくだ
さい♪
寄付先を調べる
ときは「ランド
セル 寄付」と
検索

ランドセルのリメイクの注意点
丈夫な革や合皮素材を使い、色も
今やさまざまなランドセル。その良
さを存分に活かす方法として、リメ
イクが特におすすめです。リメイク
の依頼先を決めたら、ランドセルの
発送が必要になりますが、その際
の送料は負担する必要があるとこ
ろが多いよう。また、製作には３カ
月～半年程度かかるところもありま
すが、どんな風にできあがるか、楽
しみにしながら待ちたいですね。

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)

 アスパラ…４本、カブ…1/2個、
タケノコ水煮…40ｇ、干しエビ…
大 さ じ １ 、 鶏 ひ き 肉 …150 ｇ 、
ザーサイ…30ｇ
 豆乳…400ml、酢…大さじ２、鶏
がらスープの素…小さじ１
 小ネギ・食べるラー油…各小さ
じ２

①寄付や買い取りをしてもらう
世界の子どもたちへ寄付してみては？ 東南アジアやアフガニスタン
などへ寄贈する団体があります。また、フリーマーケットのサイトで売
りに出すという手もあります。
②別の形にリメイクして使い続ける
ランドセルの素材を使ってキーホルダーやペンケース、写真立てなど
にアレンジできます。インターネットの大手ショッピングサイト内で「ラ
ンドセル リメイク」と検索すると、素敵にリメイクしてくれるお店を探
すことができるので、ぜひ、調べてみてください。
ミニランドセル
にして飾るのも
良いですね♪

身近なものにリメイ
クすれば、ずっと使
い続けられます

キ ズ や シ ワ が ひど い
場 合 は 、 リ メ イク で
き な い こ と が ある の
で 、 お 店 に 相 談し て
くださいね

春野菜とひき肉の台湾風豆乳スープ

LIXILリフォームショップ
光永ホーム
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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

100円ショップでも手に入るプラスチックダンボール（通称：プラダン）は
いろんなところに役立ちます。ぜひチェックしてみてください！

■ 衣装ケースの目隠しに
シンプルなデザインの衣
装ケースも、中のモノが
透けて見えると雑多な雰
囲気に。そこで、プラダン
を引き出し前面の大きさ
に切って内側をテープな
どで留めれば見た目も
スッキリです。
100円ショップな
どで手に入るラベ
ルシールを貼れば
よりおしゃれに♪

■ ファイルボックスのフタに
ファイルボック
スの出し入れ
口の大きさに
合わせて切
り、マスキング
テープなどで1
辺を留めれば
フタになり、ホ
コリが入るの
を防げます。

簡単クロスワード

②①と少量の水を鍋に入れ、しっかり蓋を
して１分半～２分蒸し焼きにする。
③鍋にひき肉、ザーサイ、豆乳、鶏がら
スープの素を入れ、点火する。
④ひき肉に火が通ったら酢を加え、混ぜ合
わせて豆乳を分離させる。
⑤④を器に盛り、①をのせて干しエビ、小
ネギを散らし、食べるラー油をかける。
※豆乳はあえて分離させていますが、とろみのあるスープにしたい
場合は、盛り付け後に酢を加えて混ぜてください

間仕切りたい箱の高
さと幅を測り、そのサ
イズに合わせてプラ
ダンを切って折り、入
れ込めば、ジャストサ
イズの間仕切りにな
ります。
●高さ10センチ、横幅
20センチの箱を仕切る
場合
①目安として高さは少
し低めの８センチ 、幅
は 箱 に 合わ せ て 20 セ
ンチの四角４つ分の大
きさに切る。
②４等分にした線の両
端は裏面のみを、真ん
中は表面に切り込みを
入れる。
③それぞれを折り、
テープなどで留める。
100円ショップには、
カラーボックス専用の
プラダンのフタがある
ので活用するのもいい
ですね！

※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

野菜と一緒に酢でホロホロになった豆乳とひき肉の食感が楽しめる、
ヘルシーながら満足感のあるメニューです♪

①アスパラは穂を３センチほどに、茎は１
センチに切り、カブは皮をむき、たけのこ水
煮とともに食べやすい大きさに切る。

フタならほ
かにも♪

■ 引き出し内の間仕切りに

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。

