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お住まいの事なら

どんなことでも

お気軽に

ご相談下さい！

師走を迎え、なにかと気ぜわしい毎日ですが
皆さまいかがお過ごしですか？
「絆つうしん」vol.118 お待たせしました！
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※配信の停止を希望される場合は、お手数ですが、弊社までご連絡下さい。
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施工場所：諫早市 Ｎ様邸

【施工のきっかけ】

息子さん家族と同居を機に、

水廻りを一新したい。

【施工のポイント】

キッチンはＩ型キッチンを対面式に設置。背面には、システムキッチンとお揃いの

キャビネット、食器棚を配置しました。キッチンはＴＯＴＯの「ミッテ」を採用。食

器洗い機を組み込み。調理器具はＩＨクッキングヒーターを設置しました。また、床

材はダイケンの高グレード床材の「エクオス」を採用。ワックス不要で水、汚れ、傷

等に強い高機能床材です。

トイレは、男子・女子トイレの2部屋を1部屋にして広々空間を確保しました。こ

れによりシステム式キャビネット手洗器を設置出来たので、色んなものを隠して収納

できます。便器は超節水でタンクレスのＴＯＴＯ「ネオレスト」を採用。

きれい除菌水搭載でいつも清潔な便器です。

「リーダー的な人」

「リーダー的な人」「リーダー的な人」

「リーダー的な人」短時間で仕上げる事ができる

はず。時間の有効利用でプライベートも充実。

「有名人」

「有名人」「有名人」

「有名人」先延ばしはNG。目先の事だけでは

なく幅広い視野での判断を。

「垂れ目の男性」

「垂れ目の男性」「垂れ目の男性」

「垂れ目の男性」感情に左右されずに状況に

対応することができるかがポイント。

「モテる人」

「モテる人」「モテる人」

「モテる人」オカルトに興味が沸くかも。

ポジティブになれることは取り入れ取捨選択を。

「威厳のある人」

「威厳のある人」「威厳のある人」

「威厳のある人」何事もやり過ぎは逆効果です。

「バランス」を忘れないで。

「聞き上手な人」

「聞き上手な人」「聞き上手な人」

「聞き上手な人」調子が良い時こそ謙虚な姿勢を

心がけて。

「コミカルな人」

「コミカルな人」「コミカルな人」

「コミカルな人」確信がなくても確信があるよう

に振る舞って吉。

「メガネ美人」

「メガネ美人」「メガネ美人」

「メガネ美人」スリルを求めやすい傾向に注意が

必要。自分自身を大切にしましょう。

「小柄な男性」

「小柄な男性」「小柄な男性」

「小柄な男性」中途半端にしていることは、

再開するか片付けてしまいましょう。

「歌の上手い人」

「歌の上手い人」「歌の上手い人」

「歌の上手い人」マンネリ気味。活動範囲を広げ

流れを少し変えてみましょう。

「声の通る人」

「声の通る人」「声の通る人」

「声の通る人」具体的なイメージを持つことで、

チャンスを素早く掴める見込み。

「華やかな人」

「華やかな人」「華やかな人」

「華やかな人」疲れない相手と時間を過ごして。

探せば身近にいる模様。

着工前

着工前着工前

着工前

完完完完 成成成成

着工前

着工前着工前

着工前

完完完完 成成成成



  

～ 重曹で大掃除 ～

あっという間に年末ですね。今年も大掃除の季節がやって来ました。
落ちにくい汚れは重曹を使って落としてみましょう。

◆ひと口メモ ◆

曇ったガラスコップやグラスなどを重曹水に浸け

ておくと、ピカピカになります。

消臭効果もあるので、生ごみにスプレーすると

臭わなくなります。

寒い時期には、身体が温まるものが飲みたくなりますね。

この時期におすすめなのが甘酒や粕汁です。その材料となるのが「酒粕」です。

「酒粕」は清酒を作る工程の中で出来上がります。

最近では美肌や健康にも効果があることが確認されています。

お米の豊富な栄養素を含む「酒粕」を是非食卓に取り入れてみては

いかがでしょうか？

「酒粕」
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◆お料理に使う重曹との違いは？

重曹には食用、薬用、工業用の３種類があります。

・食用…ホットケーキなどを柔らかくしたり、膨らませる

役割に使われます。山菜のあく抜きなどにも。

不純物が少なく粒子が細やかです。

・薬用…胃薬に入っていたり、バリウムの発泡剤としても

使われます。

不純物が少なく、粒子が最も細かいのが特徴です。

・工業用…いわゆる掃除用に使われます。

不純物も多く、粒子が粗いのですが、その粒子

の粗さがお掃除にとても役立ちます。

臭いの消臭などにも使われます。

◆重曹の性質を知ろう
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◆重曹の性質を知ろう

油汚れは酸性の汚れです。酸性の汚れを分解するには、

逆の性質のものを持ってくると汚れは分解されます。

逆の性質のもの＝アルカリ性ですね。

重曹は水に溶けるとアルカリ性になるので、水に溶いた

重曹で掃除すると油汚れが簡単に落とせる、と言うしく

みになっています。

◆しつこい油汚れは

◆しつこい油汚れは◆しつこい油汚れは

◆しつこい油汚れは

ガスレンジやその周辺の油汚れは、直接重曹の粉を振り

かけて、水をつけた歯ブラシでこすりましょう。

◆重曹水が便利
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◆重曹水が便利

水250ｍｌに重曹大さじ１杯をスプレーボトルに入れ

て、

混ぜるだけ。

作り置きしておけば、冷蔵庫や電子レンジの掃除などに

便利です。

◆「酒粕」の栄養素

◆「酒粕」の栄養素◆「酒粕」の栄養素

◆「酒粕」の栄養素

栄養価だけを比べても、清酒より

も優れていることはもちろん、

現代人に不足しがちな食物繊維な

ども多く含まれています。

またペプチドやアミノ酸などの

注目される成分が含まれています。

① じゃがいもの皮をむき、茹でてから、

すりつぶす。

② ①をマヨネーズと塩・こしょうであえ、

器に円錐型に盛り付ける。

③ ブロッコリーは小房に分けて茹でる。

茹であがったら、水にとり、水気をきる。

④ チーズを星型に型抜きする。

②に、③やチーズ、プチトマト、生ハム

をバラのようにして飾り付け、

出来上がり！

★ブロッコリー★

ブロッコリーには、カリウムなどのミネ

ラル分も豊富ですが、ビタミンCの含有

量は抜群で、キャベツの約３～５倍です。

茎や葉の部分にも栄養があり、美味しく

食べられるので捨てずに食べましょう♪


