①永久歯が生える前にお世話になります
②○○○もどろ。タジタジの展開
③タンスの材料として人気です
④サイン会と並んで人気の○○○○会
⑥天然マグロ⇔○○○○○マグロ
⑧最後に「ん」が付く言葉を言ったら
負けです
⑪夜空で瞬くものと言えば？

2019 年

⑬○○心あれば水心

答えは次号にて！
前号の答え：ブリシャブ

2 月号

①甘かったり、不足していると
軽視しがちです

⑩○○馬に乗る

⑤目標に向かってコツコツと行うこと

⑪革新⇔○○○

⑦○○○髮を引かれる

⑫意見や苦情を送ること

⑨ホルスタインやジャージーなどの

⑭３人組のこと

種類がいます

⑮開いた○○が塞がらない

鼻呼吸で風邪予防
体調を崩しがちな季節です。病

オリゴ糖が含まれたきな粉やバナナ

鼻呼吸は、体全体の代謝がよくなる

立春が過ぎれば暦の上では春。女の子のい

ため、痩せやすい体質になるだけでな

る家庭では、そろそろひな祭りが気になりま

く、病気の予防にも効果的です。さら

すよね。ひな祭りの起源は平安時代にまでさ

に鼻呼吸をしっかり行う呼吸法で、イ

かのぼり、当時は厄除けの意味から自分の災

気になりにくい体を作るためには

を一緒に摂るとより効果的です。

何をどう食べればよいのかを知っ

はちみつ：病気の予防や改善に高い

ンナーマッスルや腹斜筋、腹横筋を鍛

て、免疫力を高める食生活を心が

効果が期待されるマヌカハニーが人

えましょう。背筋を伸ばし

けましょう。

気ですが、一般のはちみつも十分免

て立ち、肩甲骨を寄せるよ

疫力アップに役立ちます。

うに胸を張ります。次に鼻

免疫力を高める食べ方

小松菜：小松菜に豊富に含まれるビ

から息を吸ったら、鼻から

ことが多いひな人形ですが、ひな人形はいつ飾ればよいのでしょう。そ

免疫細胞がきちんと働くためには、

タミンＡは抗酸化作用があり、粘膜

息を吐きながらお腹をお尻

れは二十四節気の一つ「雨水」
（２月 19 日）が過ぎてから。雪が雨に替

さまざまな栄養が必要です。そのた

を丈夫にしてウィルスなどの侵入を

の方にくっつくようなイ

わると言われる日で、春の訪れが感じられるようになる頃です。もっと

メージでへこませます。そ

め免疫力を高めるにはバランスの良

防ぎます。ほかにも緑黄色野菜に多

早く飾りたいという方は「立春」
（２月４日）を過ぎればよいでしょう。

のままゆっくりと呼吸をし

い食事をして、多くの栄養素を摂る

く含まれるビタミンＡは、油と一緒

しまうのは「啓蟄」（３月６日）を目安に、お天気の良い乾燥した日を

て 10 秒キープ。1 日に何度

ことが基本です。主食、副菜、主菜、

に摂ると吸収力が高まります。

か、この動作を 1 分ほど繰

乳製品、果物を組み合わせた食事を

にんにく：強力な殺菌作用があり、

り返しましょう。

心がけた上で、次のような食べ物を

ウィルスや細菌に効果を発揮します

意識して摂るようにしましょう。

が、長く続かないので毎日少しずつ続

厄を引き受けてもらった紙人形を川に流したそうです。この習わしが室
町時代以降「ひな祭り」として庶民の間にも広がっていきました。今で
は子どもの守り神として女の子が生まれて初めての桃の節句に購入する

選んで遅くても３月中旬までには片付けましょう。

けて食べるのがポイント。醤油漬けな

免疫力を高める食べ物

どにしておくと食べやすいでしょう。

ヨーグルト：免疫細胞の７割は腸の

納豆：大豆製品に含まれる大豆イソ

中にあると言われており、免疫力アッ

フラボンには強い抗酸化作用のほか、

プのためには腸内環境を整えることが

腸内の善玉菌を増やす働きや抗菌作

大事です。乳酸菌が豊富なヨーグルト

用もあります。

や、乳酸菌が含まれたドリンクやタブ

長いも：長いもやオクラなどに含ま

レット、お菓子などを意識して摂るよ

れているねばねばの成分であるムチ

うにしましょう。乳酸菌のエサとなる

ンは、粘膜を守る働きがあります。

Ｑ

いたずらっこの中に
まじっている動物は？
Ａ. ラッコ

1

Ｑ

毎日減るのに、
なくならないものは？
お腹

お気軽にお立ち寄り下さい。
4

奥に行くほど高さが低い収納は使い勝

付けたいのが奥行き。奥行きが深く、

高いものも収納できます。ただし気を

る程度の高さが確保できるので、背の

を飾ってオシャレに演出したり、子供

いう方法もあります。観葉植物や小物

を贅沢に使い、広さや奥行きを出すと

あえて何も作らずオープンにして空間

●オープンにする

階段を設けるとその下にできてしま

手が悪くなるので要注意です。通路を

が自由に入って遊べるスペースにする

机を置いたり、棚を作ったりすれば、

確保するなど、奥の物が取り出しやす

のもよいでしょう。

う空間。意外に広いこのスペースを、

くなるように工夫しましょう。または

その他、洗濯機や冷蔵庫を置いたり、

作業スペースにもなります。ミシンや

階段の横側から使えるようにすると、

ペットのためのスペースにしたり、使

できるだけ無駄なく有効に活用する方

奥行きが浅くなり使いやすい収納庫が

い方はさまざま。階段の位置や形状に

アイロンをかけたり、勉強や読書をし

作れます。収納庫の中にはコンセント

よっても使い方

法を考えてみましょう。

を作って電源を確保しておくと、充電

は変わって くる

●収納にする

が必要な家電などを充電しながら収納

ので、間取 りを

天井が斜めになってしまうものの、あ

できて便利です。

階段下の使い方

②ドライフルーツとグミを細かく切り刻む

●トイレにする

60℃ほどの湯せんで完全に溶かす

もあわせて 検討

①ホワイトチョコレートを小さく割りながらボウルに入れ、

階段下はトイレにするにも十分なス

＜つくり方＞

しましょう。

1 人分…約 371kcal

ペースがあります。ただしリビングや

バレンタインにぴったりです

キッチンに隣接してしまうような間取

お子様と簡単にできる可愛いチョコバー

りではおすすめできません。

ドライフルーツ入りカラフルなチョコバー

③コーンフレークを手で細かく砕いておく

ホワイトチョコレート

⑥冷蔵庫で２時間ほ
ど冷やし、包丁で

ドライフルーツ…30g、

スティック状に切

グミ…30g、

れば出来上がり

コーンフレーク…60g
料理のポイント：容器は縦 5cm×長さ 10cm×高さ 3cm 程度が理想です。
クリームチーズやバターの空き箱、牛乳パックを加工して作っても良いです。その他、お弁当箱などでも作れます。

考えるときは、

…4 枚(45g×4)、

階段下の
活用法

⑤直方体の容器の中に④を入れ、へらを使って表面を平らにする

●家事室にする

＜材料＞ ４人分

たりと、小ぢんまりした空間で落ち着

加えてよく混ぜ合わせる

いて作業に没頭できるでしょう。

④溶かしたチョコレートの中にドライフルーツとグミ、コーンフレークを

耐震リフォーム

冬の冷え性対策

オイルで保湿対策

「冷えは万病のもと」と言
われるように、寒い時期の体

乾燥が気になる季節、いつものお手入

の冷えは、体に大きな負担を

れだけでは物足りなさを感じることがあ

与えます。では、どのように

ります。そのようなときは、お手入れの

して冬場の冷え症対策を行っ

いつ起こるかわからな

腐朽個所の修繕：湿気やシロアリなどによっ

い大地震に備え、家の耐

て柱や土台、梁などが腐朽した場合は、その部

震性能を高めておくこと

分を取り替えたり補強したりします。新しく使

は重要です。安心して暮

用する木材には防腐・防蟻処理をし、柱や土台

らせるよう、必要に応じ

の接合部分には耐震金具を使って修繕します。

て耐震補強工事を行い

壁の補強：横からの力に弱く耐震性の低い「間

ましょう。

仕切り壁」には、筋交いや構造用合板を取り付

最後にオイルをプラスしてみましょう。

たらよいのでしょうか？

けて補強して耐震性の高い「耐力壁」に。壁や

シワやシミの改善が期待されるオリーブ

●耐震診断のポイント

柱を新たに造ったり、窓を減らしたりする場合

え性対策には半身浴が効果的。

オイル、皮膚を柔らかくするアボカドオ

今住んでいる家に少しでも不安を感じたら、専

もあります。

やはり根本的に代謝の良い身

ぬるめのお湯に 20 分以上じっ

イル、保湿性の高いヘーゼルオイルなど

門家に耐震診断をしてもらいましょう。地盤や

屋根の軽量化：重量のある日本瓦などを使用

体を作ることが冷え症改善の

くりつかるとよいでしょう。

を手のひらで温めてから顔全体を覆うよ

家の形状、壁の設置状況などによっても耐震性

していると、
屋根が重く倒壊しやすくなります。

王道です。

お風呂につかった後のマッサー

うになじませます。お風呂上りに全身に

は異なります。旧耐震基準の 1981 年 6 月以前

軽量で丈夫な材質のものに取り替えるだけでも

身体を温める食べ物として

ジも効果的です。足のふくら

に建てられた家や大きな災害に見舞われた家、

耐震性は上がります。

使ってもいい

お勧めなのが、生姜や唐辛子。

はぎを上下にしごくようにマッ

でしょう。オ

生姜は血行を促進し、内臓の

サージしたり、のどぼとけの

中心部を温めてくれます。ま

左右にある甲状腺を指の腹で

た、唐辛子に含まれる辛み成

やさしくなでるようにマッサー

分には代謝を上げる働きがあ

ジすると、冷え症の改善につ

ります。

ながります。

厚着をしたり、足湯につか

毎日の入浴も大切です。冷

るなどの方法は一時的なもの。
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増改築を行った家はとくに注意が必要です。

●補助金制度でお得に

イルは美容用

●耐震リフォームの方法

住宅の耐震化は全国の自治体が促進しており、

のものを使っ

基礎の補強：建物を支える基礎はもっとも大

耐震診断や耐震補強工事に助成金や補助金制

てくださいね。

事です。基礎が無筋コンクリートの場合は鉄筋

度を設けている自治体が多くあります。耐震リ

コンクリートで一体化させ、ひびが入っている

フォームを検討する際は、自治体に問い合わせ

箇所は改修します。

てみましょう。
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