何の日？

４月１日はエイプリルフール

ほかにも、インドの仏教徒は春分の日から３月末までが修業
期間ですが、４月１日になると、今までの修業が噓のように俗
人に戻ることから「揶揄節（やゆせつ）」としてからかったところ
から来ているという説もあります。
イギリスなど、
国によっては、
嘘をつくなら午
前中までで、午
後にはその種明
かしをするとい
うルールがある
そうです。

さっきの嘘な
んだよ！

え～！
やだぁ！

日本に伝わったのは大正時
代。新聞などで欧米の習慣
だと紹介されたそうです。
それ以前は、４月１日は
「不義理の日」として、普
段、義理を欠いている相手
に手紙などで詫びる日とさ
れていました。

嘘をつくときの
ルールがある⁉
ホワイトデーについて
たとえば、人を精神的にも、肉体的にも傷
つけないことや、財産上の損害を与えな
いこと。海外では、「ジョーク（冗談）」や「ト
リック（いたずら）」、「プランク（悪ふざけ）」
という言葉で表現されているようです。あく
までユーモアがあるものが良いですね。
最近では、大手企業がSNSなどで、クスっ
と笑えるジョークを発表し、話題になるの
でチェックしてみるのも良いですね。

ふるさと納税

瀧

手続きがややこしそう…と思って今まで避けていたのですが、やってみるとあまり難しくなく
返礼品が届くのも楽しみの一つになりました♬
日本各地の美味しそうなものがたくさんあって、選ぶのも悩んでしまいます😅😅
出身地や、旅行で訪れたことがある自治体などにするのもいいですね！
洗剤やトイレットペーパーなどの日用品や、非常食なんかもあって備蓄としても使えそうです👍👍
みなさんも、おすすめの返礼品がありますか😊😊

佐賀県鹿島市
2.8キロの豚肉が、少量ずつ小分け冷
凍されていて便利でした！
ロース、モモ、バラと色んな部位が
入っているのもよかったです♪
薄切りだけでなく、厚切りのロース
肉も入っています✨

SNSもよろしくお願いします!！
Instagram
施工事例も
たくさん掲載
しています♪
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今月の店長ひとこと

こんにちは！ 花田です。
庄内の商店街のBGMで「1年生になったら♪」
が流れていました。
この音楽を聴くと春の訪れを感じます。
とはいえ、まだまだ冷えますので、
みなさまお体ご自愛下さいませ☺
ショールームの観葉植物パキラに新芽が出ました！春ですね🌸🌸

お 菓 子🍭🍭

花田

最近のおうち時間の楽しみの一つはお菓子なのですが、最近ちょっと変わった可愛いお菓子をいた
だいたのでご紹介します💡💡

あんぽーね

ふるさと納税を初めてしてみました！

🐷🐷芳寿豚

こうえい通信

エイプリルフー
ルっていう日があ
るんだ！

エイプリルフールは広く知れ渡っていますが、その由来をご存
知ですか？ 諸説ありますが、その昔、フランスは３月25日が
新年で、春の祭りの期間が４月1日まででした。しかし、国王・
シャルル９世が新年を１月１日にする、つまり改暦すると言い
だし、これに反発した人々が４月１日を「嘘の新年」としてバカ
騒ぎを始めたことに由来するものです。

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

京都祇園あのん さんの「あんぽーね」という名前の最中なのですが、
最中の皮と あんこ、マスカルポーネクリームチーズが別々に入っており、
最中の皮に好きな量だけあんことクリームチーズを挟んでいただきます😋😋
食べる直前に挟むので、皮がパリパリであんとクリームチーズととても合います！
好きな分だけサンドできるのも嬉しいし、手作りする感じが楽しいです♪

TULIP ROSE🌹🌹

🍊🍊デコポン
愛媛県愛南町

チューリップローズさんのラングドシャです。
お花の形をしたラングドシャ。超立体的です。
とにかく見た目がとってもかわいい♡
サクサクのラングドシャクッキーの中にパイとホイップショコラ
が包まれており、色んな食感を楽しめて、美味しいです😋😋
箱も可愛いので贈り物や自分へのご褒美にぴったりですね✨
大阪には阪急うめだ本店にお店がありますよ。

皮に傷がある訳あり商品のため
5キロも入っていました！
中身はとても甘くて、美味し
かったです✨
傷もほとんど気にならない程度
だったので、おすすめです♪

🍀🍀お知らせ🍀🍀
HP

＼新築のHP／

『こどもみらい住宅支援委事業』 の ご案内

「こどもみらい住宅支援事業」とは、一定の省エネ性能を有する新築やリフォーム工事などに対し
て補助金がもらえる制度です。※リフォームは世帯問わず対象となります。
「こどもみらい住宅支援事業」を活用してお得にかしこくリフォームしませんか？
詳しくは別紙をご覧ください🌷🌷

こうえい通信
chottoいいかも
特別な準備は
いらない！
チェアリング
でお花見もい
いね♪

チェアリングを楽しもう♪
昨今のアウトドアブーム。そのなかでも、注目を集めているのが「チェ
アリング」。基本、椅子を持ち歩き、公園などお気に入りの場所でそ
の椅子に座り、屋外に親しむスタイルで、手軽にアウトドア気分が楽
しめるところが魅力です。

LIXILリフォームショップ 光永ホーム
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４月号

ベランダでもできます
おウチのベランダでも、椅子を出せ
ば、立派なチェアリング。ちょっとし
たアウトドア気分が楽しめ、移動時
間もナシなので、インドアさんにも
おすすめ。お茶とお気に入りのお
菓子とともに過ごしてみてはいか
が？ 家から見える景色がお気に
入りなら、外でその眺めを存分に
楽しんでみるのも良いですよ。

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)

 アスパラガス…６本、
ベーコン…80ｇ、卵…１個
 無糖ヨーグルト・マヨネー
ズ … 各 大 さ じ 1/2 、 黒 コ
ショウ…適量

●魅力その②…椅子にこだわれば、どこでもリビング気分に♪
アウトドアブームによって、簡易的な椅子はもちろん、室内でも使えそ
うなおしゃれなデザインのものから、ソファのような、座り心地抜群の
ものまで、アウトドアチェアが多彩。どこでも贅沢なアウトドアリビング
体験ができます。

コーヒ ーミル やド リッ
パ ー な ど 、 100 円
ショッ プのア ウト ドア
グッズ も充実 ！手 軽に
外でコ ーヒー を淹 れて
みるのも良いですよ。

①卵は茹で、白身と黄身に分けてそ
れぞれ細かく刻む。

もう着ないTシャツ、でもデザインが気に入っている…ならば、別のものに
アレンジしてみましょう！

裾に細かい切込みを
入れてフリンジにし
てもかわいい♪

絵画用のキャンバ
スにタッカーで留
めても素敵

こちらは刺
繍用の枠に
はめ込んだ
スタイル

熟語探し

③器にアスパラガス、ベーコンを盛
り、①をかける。

※ベーコンは、油を引かずに肉の油でこんがり焼くことをおすすめします。
※ゆで卵は、ザルなどに押し当てると、細かくカットされます。

洋服屋さんのようにハン
ガーに掛けて並べるだけ
でも絵になります。
※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

②アスパラガスは茎の下の部分５セ
ンチほど皮をむき、水にくぐらせて
ラップをし、500Wの電子レンジで１分
ほどかける。ベーコンはフライパンを
熱し、焼き色が付くまで焼く。

④無糖ヨーグルトとマヨネーズを混
ぜ合わせて③にかけ、黒コショウを
振る。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.koei-home.com/

■ エコバッグにする
Tシャツの前身頃を残し、 縫わずにエコバッグにリメイクすることができます！
袖や衿 部分を 切 っ て 四
●つくり方
角形にし、100円ショップ
①Tシャツの袖と首元を
などに売っているひもを
カットする。首元はお皿
付ければ出来上がり。後
や鍋のフタを当てると
身頃を切って適当な長さ
カットしやすい。
の細いひもをつくって繋
②裏返して裾を５～6セ
げてもOKです。
ンチほど、縦に細かく切
り込みを入れる。
■ いろんなスタイルで飾る
③前身頃と後身頃の切
込みを合わせ、２回固
お部屋のインテリアとして楽
結びをする。
しんでみてはいかが？ 好き
④表に返せば出来上
な部分をカットし、フレームに
がり！
入れるだけでOK！

アスパラガス&ベーコンのミモザサラダ
アスパラガスのグリーンと卵の黄色が鮮やかに映える、春らしいサ
ラダ。ベーコンで食べ応えも十分です♪

FAX：06-6151-9230

■ エプロンにリメイク

もちろん、おウチで淹
れてきたコーヒーやコ
ンビニコーヒーでも♪

読書もおす
すめです！

TEL:06-6151-9250

Easycraft

●魅力その①…移動手段を選ばず、どこでもできる！
コンパクトに携帯できるアウトドア用の椅子もあるので、電車で移動
できるところや、ごく近くの場所でも楽しめます。
近 所 の 公 園 で も OK ！ た だ
ボーっとするだけでも、非日
常的な時間が楽しめます。

住所：豊中市庄内幸町3-17-5

答えはホームページ
に掲載いたします。
次回もお楽しみに♪

答えはこちら♪

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。

