何の日？

８月３日は、はちみつの日

栄養があり、料理やお菓子作りにも重宝するはちみつ。そん
なはちみつのおいしさを広く知ってもらおうと、８（はち）、３（み
つ）という語呂合わせから、1985年（昭和60年）に制定されま
した。はちみつは、世界中で古来より大切にされており、日本
では平安時代、はちみつがとても貴重だったことから、宮中へ
の献上品としても使われていた説があります。

こうえい通信

よいしょ
よいしょ

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

No.42
ミツバチがせっせ
と集めるはちみつ
を大切に楽しみた
いものですね。

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。

2022年7月15日発行

今月の店長ひとこと

ちなみに、ミツバチの働きバチは寿命が１カ月ほどしかなく、１
匹が一生に集めるはちみつの量は、なんと５グラム前後、だ
いたいティースプーン１杯程度しかないそうです。
純度100％のはちみつ
は糖度が高く、ph３～
４と弱酸性であることか
ら、腐ることがないと言
われていますが、使う際
は、清潔なスプーンなど
を用いましょう

はちみつの保存は、開封後も
常温がおすすめ。直射日光の
当たらない、涼しい場所に置
きましょう。ちなみに、15
度以下だと結晶化して固まる
のでご注意を。また、電子レ
ンジの上など振動がある場所
も結晶化につながります。

刺身定食

日本のはちみつの種類
はちみつは、大きく分けて単花蜜と
百花蜜に分けられます。単花蜜は
ホワイトデーについて
１種類の花から採れたはちみつ。
百花蜜は複数の花から採れたはち
みつのことを言います。日本の代表
的なはちみつは、れんげはちみつ。
優しい甘さと上品なコクが特徴で
す。ほかに、アカシアはちみつもあ
ります。さらっとしてクセがなく、どん
な 料理に も 合う と 、人気があ り ま
す。

瀧

神戸市の中央卸売市場の中にある食堂に、刺身定食を食べに行って来ました🐟🐟
市場の中にあるだけに刺身はどれも新鮮！！
ぷりぷりの身も分厚く、どれも甘くておいしい！！
刺身は4種類入ってたんですが、ショーケースの中から自分が好きな盛り合わせを選べます👍👍
あら汁を追加で頼んでも、1人1,000円ぐらいで豪華な定食が食べられます✨
サラダに入ってたツナが、缶詰じゃない手作りのツナでした😲😲
社員食堂風ですが一般の人でも食堂は利用出来て、他にも海鮮丼やちゃんぽんなどの
メニューもたくさんあるので、新鮮でおいしい魚が食べたいときはおすすめです😊😊

ふぐのから揚げなども
単品で追加できます！

市場内におしゃれなコーヒー屋さんを発見！
豆から選べる本格的なお店。
食後のアイスコーヒー、おいしかったです🍹🍹

こんにちは！ 花田です。
今年は梅雨明けがとても早かったですね😲😲
6月末から猛暑日が続いていますね💦💦
熱中症にならないよう、こまめな水分補給が大切ですね。
体調にはくれぐれもお気をつけて、
楽しい夏をお過ごしくださいませ🌻🌻

おうちでパンケーキ
友人がお家に遊びに来てくれました☺
友人の一人が、以前ニュースレターでも紹介した鳥取県のカフェ（パ
ンケーキ屋さん）で働いていたこともあり、お家でパンケーキを焼い
てくれました♪
スーパーで売っている食材でお店の味を再現できるのだとか！！
ただ、お店のようにふっくらと膨らませるためには卵に違いがあるそ
うです🤔🤔
お好みで生クリームとアイス、フルーツを盛りつけたら完成です✨
ふわふわのパンケーキ、とても美味しかったです。
ホットケーキミックスで作るのとは全く別物ですね…！！
鳥取旅行を思い出しました✨
お家でカフェ気分を満喫し、とても優雅な時間を過ごしました♪
友人の手際が良すぎて、分量など聞きそびれてしまったのですが、
Youtubeで「鳥取 パンケーキ レシピ」と検索するとレシピ動画が
出てくるので、興味のある方は検索してみてください💡💡
ぜひ、皆さんもお家カフェしてみてください♪

🍀🍀リアル！3Dイメージパース🍀🍀

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♪

リフォーム後のイメージが

＼ N E W ✨／

HP

不安・・・と思ったことありませんか？？
そんな分かりにくい を解消するのが、
3Dイメージパースです！
イメージパースでリフォーム後のイメージを
分かりやすくご提案します💡💡

花田

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？
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幅広いお店でのリサイクル回収
店頭でリサイクル回収しているものといえば、ペットボトルや食品ト
レーが思い浮かびますが、洋服など、店頭でリサイクル回収をす
るものが幅広くなっています。

お店にポスターでの告
知や回収ボックスがあ
る場合も。チェックし
てみると良いですね！

①その店で購入した中古の洋服
回収した服を新たな服として再生したり、海外へ寄付するなど、さ
まざまに活用されているそうです。
②メガネの回収
新たなメガネに生まれ変わったり、発展途上国へ寄付されるなど
の活用が。メーカーを問わない下取りキャンペーンがあるなど新し
いメガネが割引で買えたりすることもあるそうです。

回収の際に、割引クーポ
ンなどがもらえることも
あります。

衣類やシーツな
どは洗濯済みの
ものを、ボトル
はきれいに洗っ
てから持ってい
きましょう

リサイクル回収、ほかにも
期間限定のキャンペーンの場合が
多いのですが、使わなくなった化
粧品や、靴下、捨てにくい下着の
回収をするお店も。捨てるタイミン
グとリサイクル回収の時期が合え
ば、協力してみるのも良いですね。
ちなみに、メーカーを問わない場合
もあるので、店員さんに聞いてみま
しょう。

材料

（２人分)

 玄米ご飯…300ｇ、サバ缶（味
噌味）…190ｇ、木綿豆腐…200
ｇ、オクラ…２本、ナス…１本、
キュウリ…1/2本、ミョウガ…２
本、大葉…４枚、塩…適量
 Ａ：味噌…大さじ１、すりごま…
大さじ２、ショウガすりおろし…
小さじ１、醤油…小さじ２、鰹だ
し…400ml

古くな った ダウンの
製品を リサ イクル回
収する メー カーも。
リサイ クル ダウンの
使用は 、動 物保護に
もひと 役買 い、コス
ト削減 にも つながる
ことか ら、 多く見ら
れるよ うに なりまし
た。

シーツや布団カバーなどの布
類、化粧水のボトルの回収をし
ているお店もあるそうです！

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/

中のダウンをリ
サイクルして新
商品に！

８月号

住所：豊中市庄内幸町3-17-5
TEL:06-6151-9250

Chottoいいかも

①木綿豆腐は手で大きくちぎる。オ
クラは茹でて輪切りにする。ナスは
輪薄切りにし、塩もみして水気を切
る。キュウリは輪薄切りにする。ミョ
ウガは小口切りに、大葉は食べや
すい大きさに手でさく。

■ 丸の形を活かしてかわいくアレンジ♪
丸シールに顔を
描いたり、カード
などのアクセント
に活かせば、か
わいさ満点！
半分に切って顔を描い
てもかわいい！

簡単なメッセージ
を入れるのも素敵

家族で色分けするの
も良いですね！

■ ラベルとして使う
化粧品の色と同じ色を貼って見
分けやすくしたり、調味料のラベ
ルとして使っても便利です。

丸シールを半分に
切って繋げるように
貼ればガーランドの
ような感じに

■ かわいいピックの完成！
つまようじ
の上部に、
丸シールを
2枚合わせ
貼れば、か
わいい ピッ
クに。おう
ちピクニッ
クにもおす
すめです。

メッセージ
カードのア
レンジもお
すすめ！
まわりに
貼ったり、
ランダムに
散らして貼
るのも良い
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

間違い探し

②Ａをよく混ぜ合わせ、①とサバ缶
を加えて冷蔵庫で冷やす。
③器に玄米ご飯を盛り、②をかける。

※サバ缶を汁ごと使うことで、程良いコクのある冷や汁に仕上がります。
※今回は、糖質を抑えられ、栄養満点の玄米を使ってみました。汁をか
けても食感が残り、食べ応え感が増すのでおすすめ。もちろん、白米でも
OKです。

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.koei-home.com/

事務用品でよく見る丸シール。文字通り、丸いシールのことですが、
100円ショップなどでかわいいデザインのものが見られるようになりま
した。ぜひ、いろいろと活用してみましょう！

■ 手帳やカレンダーに活用！
手帳のスケジュール
管理や、カレンダー
のマーキングにいか
が？ 歯医者や美容
院、お友達とのお茶
など、用事別で色分
けすると、カラフル
になり、気分も上が
ります♪

サバと夏野菜の冷や汁
サバ缶でラクチン冷や汁♪ 大ぶりのサバや豆腐は食べ応えがある
ので、食欲のないときにもおすすめの、栄養満点なメニューです！

FAX：06-6151-9230

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♪

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。

