何の日？

８月20日は世界蚊の日

夏になると出てくる、あのいや～な生き物、蚊。気になりますね。
そんな蚊の日があるとは！ 1897年８月20日、イギリスの医学
者で内科医のロナルド・ロスが、蚊の胃の中からマラリアの原
虫を発見。マラリアの原因が蚊であることがわかったことから
制定されたそうです。ロナルド・ロスは、1902年にノーベル生理
学・医学賞を受賞しました。

あついよぉ～

No.30
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！
蚊が最も活発になる気温は、25～30℃で、
35℃以上になると、身を潜めているそうで
す。

ちなみに、人の血を吸うのはメスのみ。それも産卵期だけで、
蚊の対策
高い栄養を求めているから。ふだんは、花の蜜や、樹液などを
栄養としているそうです。
肌の露出を抑えるために、長袖で、風通しの良
ホワイトデーについて
水の汲み置きや、植木
鉢の受け皿もご注意を

蚊を発生させないことは、
ボウフラの住処をつくらな
いこと！ 水たまりは、ボウ
フラの住処となるので、古
タイヤや空き瓶などは、雨
の当たらないところに置く
ほか、側溝の掃除などもお
すすめします。

い素材を選ぶと良いでしょう。虫よけには、スプ
レーやジェル状などさまざまあるので、合うもの
を探してみては？ 子どもには、優しい成分のも
のを選ぶのも良いですね。ちなみに、日焼け止
めと併用する場合、先に日焼け止めを塗ってか
ら、虫よけをつけると良いそうです。ほかにも、
服などに貼る虫よけシールや、カバンなどにつ
けられる虫よけファンなど、いろいろあるので、
チェックしてみましょう。

奈良 長谷寺

2021年7月15日発行

今月の店長ひとこと
こんにちは！ 花田です。
いつも光永ホームのインスタグラムの投稿を見て下さっている皆さま、
誠にありがとうございます。
突然、インスタグラムにログインできなくなってしまいました💦💦
そのため、投稿がしばらく出来ておりません。大変申し訳ございません。
ただいま、全力で復旧作業中です！！
アカウントが復活した際には、またご覧いただけますと幸いです。

花田、念願のディズニーランドへ🏰🏰
緊急事態宣言が6月後半に解除されましたね。
そのタイミングで、ずっと行きたかった念願のディズニーランドに行ってまいりました✨
新エリアも出来ていて、以前に行った時とはガラッと変わっていました。
まん防でかなり人数制限があり、ディズニーといえば、の待ち時間が
ほどんどなくて、びっくりしました😲😲

住まいメイト 瀧

奈良県にある長谷寺へ行ってきました。
門から本堂へとつづく登廊と言われる石段は399段！
見た瞬間に「これ、登りきれるかな💦💦」と不安に…
覚悟して登りましたが、緩やかな段差なので思っていたよりは足も疲れず
石段のおかげか空気もヒンヤリと感じられて、無事本堂までたどり着けました😊😊
途中、あじさいもきれいに咲いていました✨
長谷寺は「花の御寺」として有名みたいです。
牡丹や紅葉の時期も良さそうですね！
帰りに、スタミナラーメンで有名な彩華ラーメンを
食べに行きました。
何年ぶりかに食べましたが、白菜などの野菜もたっぷり入っているし
ニンニクも効いていて美味しかったです😋😋

SNSもよろしくお願いします
ぜひ、
チェックして
みてください♪

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

HP

＼新築のHP／

新エリアの中で、私の一押しは美女と野獣です！！
美女と野獣の物語をティーカップ型のアトラクションに乗って体験します💡💡
乗り終わった後は、映画を一本観たかのような満足感と感動に包まれます。
ただ私が行った時は混雑を避けるため、新エリアのアトラクションやショーはエントリー受付という
抽選に当選しないと体験できなかったので、これから行かれる方はご注意ください！
※これから行かれる方は、Youtubeなどで情報収集をしてから行くことをオススメします。
ディズニーと言えば、ポップコーンやチュロスなどパークで食べ歩くのも一つの楽しみですよね♪
なんと、ディズニーランドにあるクリスタルパレス・レストランにパークのフードが集まったブッ
フェがあるんです！
制限時間60分で、ミッキーの形をした可愛いスウィーツやパークフードが食べ放題♪
甘い物ばかりではなく、中華まん や 春巻き などご飯系も充実していて、甘いとしょっぱいを
交互に食べて、至福のひとときを過ごしました✨
お目当てを伝えるとスタッフさんがお皿に取り分けてくれるので、衛生面も安心です◎
こちらのレストランは人気なので確実に行きたい方は予約をお忘れなく！！
写真は公式ホームページより

LIXILリフォームショップ 光永ホーム

こうえい通信
Health
暑いときこそ
お風呂でのん
びり

薄荷湯のつくりかた
①ミントの葉を摘む。
②生のままか、もしくは、陰干しして乾
燥させたものを２つかみ分ほど、不織布
の袋（お茶パックや、排水口、三角コー
ナー用など）に入れる。
③②に、１～２リットルの熱湯をかけ、
10～20分ほど蒸らし、そのお湯ごと風
呂に入れて混ぜる。
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季節湯を楽しみましょう
厳しい暑さが続く日々、お風呂はついシャワーで済ませがちでは？ 暑
さで体が疲れたときこそ、湯船に浸かってリラックスを。日本に昔から
あるお風呂文化「季節湯」を取り入れてみませんか？
●８月は薄荷（はっか）湯
薄荷、つまりミントです。メントール効果で、ひんやりする感覚は夏に
はぴったり！ しかも、血行促進の効果がありながら、汗が引くのが早
いところも良いですよ。
●９月は菊湯
９月９日は、菊の花を楽しみながら、邪気払いや不老長寿を願う重陽
の節句ということもあり、お風呂でも菊を楽しむようになりました。香り
に癒されるのはもちろん、血行促進の効果が期待できます。

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)

 豚バラ肉…200ｇ、枝豆（茹で）
…120ｇ、ニンニク…１かけ
 ごま油…大さじ１、しょうゆ…大
さじ１、はちみつ…大さじ１、五
香粉…小さじ1/2
 糸唐辛子…適量

菊湯のつくりかた
①葉を摘みとる。
②生のままか、陰干し
にして乾燥させたもの
を２つかみ分ほど不織
布の袋などに入れる。
③②に１～２リットル
の 熱 湯 を か け 、 10 ～
20分ほど蒸らし、その
お湯ごと、風呂に入れ
て混ぜる。

菊湯に使うのは、
リュウノウギク。花
を湯船に浮かべても
良いですよ
菊湯は、生の菊花が
ない場合、菊花茶で
代用可能。台湾茶ま
たは中国茶専門店で
入手できます。

TEL:06-6151-9250

Chottoいいかも

８月、９月の季節湯の良いところ
８月の季節湯は「薄荷湯」。薄荷（ミン
ト）は、血行促進の効果があるので、
冷房による冷え性にも良いですし、
疲労回復の効果も期待できます。９
月の季節湯は「菊湯」。菊に含まれる
カンフェンなどの精油成分が皮膚を
刺激。血行促進や、老廃物の代謝を
活発にしてくれるほか、保温効果も
期待できるので、夏の疲れを癒すの
にはぴったりです。

８月号

住所：豊中市庄内幸町3-17-5

薄荷湯は市販の入浴剤
を使うのも良いですね
薄荷茶でも
代用できま
す。自然食
品店などで
入手できま
す。

※お肌に合うか心配な方は、お風呂の湯をコットンなどにしめらせ、
腕の内側などに数分貼るなどしてご確認ください。
※入浴時に刺激などを感じる場合は、すぐに洗い流してください。

豚バラ肉と枝豆の台湾風
枝豆をさやごと使い、五香粉の香りを効かせました。甘じょっぱさ
でご飯が進む一品です

①豚バラ肉は５センチ幅に切る。
ニンニクは薄切りにする。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.koei-home.com/

花の持ちが短くなるこの時期、ドライフラワーをつくって、お部屋
に彩りをプラスしてみてはいかがでしょう？

■ 吊るしてつくる

■ 水に挿しながらつくる

風通しの良いと
ころに、花をさ
かさまにして吊
るせば、１～２
週間でできま
す。吊るし てい
る姿がすでにイ
ンテ リ アになる
と こ ろ も良い で
すよ♪ 水に浸
かっていた茎を
切り、余分な
葉っぱを落とし
てから吊るしま
しょう。

ドライ・イン・ウォー
ターと言い、花器
に水を ５ セ ンチほ
ど入れ、ゆっくり蒸
発させながら、花
の水分も抜く方
法。１～２週間でで
きます。アナベル
（アメリカアジサイ）
などのボリ ューム
のある花や、ユー
カリなどのグリーン
もおすすめです。

１輪ずつ、もし
くは、少量ずつ
吊るすと、風通
しが良く、より
きれいに仕上が
ります

生花はエアコンの風は
苦手ですが、ドライフ
ラワーにするなら、エ
アコンの風を利用し、
乾燥を早めるという手
もあります。

シリカゲルは、必ず
ドライフラワー専用
のものを使いましょ
う

●ドライフラワーのポイント
・おすすめの花は、バラなどの色のキレイな花の
ほか、センニチコウ、スターチス、エリンジウムと
いった、生花からカサカサした触感の花だと、ドラ
イにしても色味が大きく変わらないので良いです
よ。
・ドライにするときは、花が開ききったときがおす
すめ。つぼみのままだと、水分が抜けにいです。

間違い探し

②フライパンにごま油を熱し、豚
バラ肉、ニンニクを焼く。
③②に枝豆を加え、しょうゆ、は
ちみつ、五香粉を加え、和えなが
ら炒める。
④器に盛りつけ、糸唐辛子をの
せる。

※糸唐辛子がない場合は、赤唐辛子の輪切りをニンニクを入れるタイ
ミングで加えると良いですよ。

FAX：06-6151-9230

答えはこちら♪

こちらも、風通しの良いと
ころに置きましょう。

■ シリカゲルを使う
バラなど、生花の鮮やか
な色を残すなら、シリカゲ
ルがおすすめ。花と茎を
２センチほど残して切り、
密閉容器にシリカゲルを
１センチほど敷き詰め、
その上に花を置く。ス
プーンなどで優しくシリカ
ゲルを かけ て完全 に 埋
めたら、フタをして１週間
ほど置く。
※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

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。

