① 雨対策ですか？紫外線対策ですか？
② 豊臣秀吉が農民から駆け上がった先
③ 張りすぎにはご用心。素直さは大切で
④ 丸っと信じる。○○○にする
⑥ 傷を付けて身長を記録する家も
⑧ 双眼鏡でウォッチング。会員は紅白の
点数も数えます
⑨ 鮫皮おろしでおろしたい
⑩ 海藻と海水を用いて作られています
⑫ 早く返さなければ雪だるま式に増加す
ることも…

2019 年

8 月号

② ツバメが○○○○飛行すると雨が降
ると言われています
⑤ ありふれてます。日常○○○○
⑦ 虫歯になるとお世話になります
⑧ 一寸先は…
⑨ 水晶の様な透明感と喉越しの良さが
特徴の和菓子

答えは次号にて！
前号の答え：ウナジュウ（うな重）

⑪ ○○○○⇔若者
⑬ 飲む風景には栓抜きと王冠がよ
くセットになります
⑭ 生乳は残念ながら搾れません…

目に優しいサングラスの
選び方
夏の強い日差しは目のトラブルの原

こんにちは。夏の風物詩といえば花火に

トマトは栄養価の高い野菜として知られていますが、夏バテ予防にも

因になります。対策のためにサングラ

お祭り。せっかく行くなら浴衣で出かけま

効果があります。今が旬のトマトをたっぷり食べて、夏を元気に過ごし

スは有効ですが、選び方が重要です。

せんか。いつもと違った気分で盛り上がる

ましょう。

まず必ず紫外線（UV）カット機能がつ

こと間違いなしです。浴衣を着るなら“浴

いたものを選びましょう。色が薄いも

衣美人”を目指しましょう。まずは立ち姿。

のが良く、UV カット機能のない濃い色

かかととつま先をきちんと揃え、おへその

のレンズのサングラスは、かえって目

下あたりに少し力を入れるように立ちます。あごを引いて肩の力を

トマトの栄養
さまざまな栄養があるトマトで

おすすめはミニトマト
トマトには大きく分けて普通の

すが、とくに夏バテに効果がある

トマトとミニトマトがありますが、

といわれているのがビタミンＢ1・

含まれる栄養素の量はミニトマト

Ｂ2、カリウム、クエン酸です。ビ

の方が断然多く、100ｇあたりのリ

タミンＢ1 は疲労回復のビタミン

コピン量は普通のトマトが 210 ㎎

といわれ、不足すると疲労感や倦

に対してミニトマトは 290 ㎎、ビ

怠感、食欲不振などの症状が出て

タミンＢ2 は普通のトマト 0.02 ㎎

きます。ビタミンＢ2 には糖質や

に対して倍以上の 0.05 ㎎だそうで

脂質、タンパク質をエネルギーに

す。ミニトマトには赤の他にも黄

変える働きがあり、足りなくなる

色や橙色、紫などがあり、色によっ

と同じように夏バテ特有の症状が

て栄養素の違いはほとんどありま

表れ、カリウムが不足すると筋力

せんが、リコピンは赤いものほど

が低下して脱力感などを感じます。

多く含まれているので、リコピン

そしてクエン酸には食欲増進や疲

を摂りたいなら真っ赤に熟したも

労回復の効果があり、夏に欠かせ

のを選びましょう。
トマトはオリー

ない栄養素です。また強い抗酸化

ブオイルと一緒に摂ると効率的に

作用があるリコピンは美肌やアン

栄養が摂れることが知られていま

チエイジングに効果があるので、

す。また加熱することで吸収率が

夏バテや紫外線によるダメージを

アップするので、サラダだけでな

防いでくれます。

く料理の素材に活用してたっぷり

に悪影響を及ぼすので注意が必要で
す。紫外線透過率をチェックして、性
能が優れているものを選ぶようにしま
しょう。UV カット機能の寿命は２～３
年。昔使っていた物を使う場合は、劣
化や傷にも

抜けば、姿勢がよくなり美しい立ち姿になります。歩くときはやや
内股にすり足ぎみにして、歩幅は狭くすると着くずれしません。しゃ
がむときは腰から下ろさず、ひざから曲げるようにして座ります。
電車やバスで吊革につかまるときは、袖口を押さえて二の腕が出な
いようにしましょう。家族揃って浴衣も素敵ですね。ぜひ浴衣で“日
本の夏”を演出してみてはいかがでしょう。

気を付けま
しょう。

周南店

Ｑ

おじいさんやおばあさんが好き
な、たぬきのたまごって何？
Ａ. 孫（「たまご」から「た」を抜くと）

Ｑ

サンマ、アジ、サバ、無人島で
一番偉そうにしているのは誰？
お気軽にお立ち寄り下さい。
Ａ. サバ（サバイバル）

食べましょう。
1
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山口店

い よい よ
10

月から 消費税が

10

％に引

き上げられます。住宅の購入を検討し

ている方の中には、増税前に購入しよ

●次世代住宅ポイント制度

うと焦っている方もいるかもしれませ

んが、増税後でもお得に購入できるよ

断熱や耐震、バリアフリーなどの要件

され、環境や安全・安心に配慮した対

う４つの支援策が用意されています。

住宅ローンを借り入れて住宅の新築や

象商品と交換することができます。

制度を理解して、よく検討しましょう。

取得、増改築をした場合、年末のロー

●贈与税非課税措置

10

住宅ローン減税の延長

ン残高の１％を所得税から控除する住

になる制度で、要件を満たせば最大３，

父母や祖父母などから住宅の新築や取

０００万円まで非課税になります。

宅ローン減税制度。控除期間はこれま

＊これらの制度を利用するためには、

得、増改築などのための資金を贈与さ

住宅を購入する人の収入や住宅の広さ

契約年や取得する住宅の性能などに細

ジタブルを少量ずつ包み、皮の端に水を

年間でしたが、３年間延長され

など、決められた要件を満たした人を

かな要件があります。上手に利用すれ

②餃子の皮で①とピザ用チーズ、ミックスベ

では

対象に支給されていた「すまい給付金」

ば増税前よりもお得になることもある

よく混ぜ合わせておく

13

年となり、
税金面で優遇されます。

ですが、増税後は、対象となる収入額

ので、制度の内容をしっかり確認しま

50

①牛・豚合い挽き肉に塩・こしょうを加えて

て

の目安が７７５万円以下に拡大し、給

●すまい給付金の支給

万円に引き

30

万 円から

＜つくり方＞

付 金も 最大

イタリア料理のパスタのひとつ、
ラビオリを餃子の皮で簡単に作ってみましょう！
クリームソースをかけて召し上がれ♪
1 人分…約 478kcal

上げられます。

ラビオリのクリームソースがけ

塗って、お好みの形に包み、沸騰した湯に

セロリ…１本、
にんにく…１かけ、
40g、小麦粉…40g、牛乳…200cc、
塩・こしょう…少々

る
⑤④にバターを加えて溶かし、小麦粉を少しずつ加えながらよく混ぜ合わせる
⑥⑤に牛乳と塩・こしょうを加えて、なめらかになるまでよく混ぜながら加熱し、②
とミックスベジタブルを加えてさっと絡めれば出来上がり
料理のポイント：盛り付けのときにセロリの葉を飾り付ければ、香りよく仕上がります。

家庭で美味しく
ビールを
注ぐには？

35

万、リフォー

オリーブ油…大さじ１、バター…

④オリーブ油を温めたフライパンで③を炒め

住宅購入支援策
で増税後もお得
に購入

餃子の皮…20 枚、玉ねぎ…1/2 個、

を満たした住宅の新築やリフォームに

にしておく

30g、ミックスベジタブル…適量、

際し、
１戸当たり新築が

をひと口大に切る。にんにくはみじん切り

しょう…少々、ピザ用チーズ…

30

万を上限としてポイントが発行

牛・豚合い挽き肉…100g、塩・こ

ムが

③玉ねぎはくし切りにし、セロリの茎の部分

れた場合、一定額まで贈与税が非課税

ておく

＜材料＞ ４人分

しょう。

②を加えて 5～6 分茹でてから水気を切っ

窓ガラスを守る安全リフォーム
秋は台風や竜巻、突風などが起きやすい時期です。もしもの

「夏老け」しないための
３つの対策

ビールが美味しい季節で
す。家庭でも飲む機会が増

紫外線にさらされる夏はとくに肌の老化が

えますが、意外と難しいの

気になります。そんな「夏老け」しないため

とき、被害から身を守るために窓まわりの安全対策をしっかり
行っておきましょう。

雨戸やシャッター、面格子で
窓を守る

ましょう。飛来物で窓が割れるのを防ぐだけで
なく、防犯にも効果があります。

家の中に太陽の光を採りこむ窓ガラスも、割

がビールの注ぎ方。上手に

に３つのことに気を付けましょう。まずしっ

注ぐには高い位置から勢い

かり UV ケアをすること。なるべく肌に優し

す。強風で植木鉢や屋根瓦が飛んできても窓ガ

マンションやアパートなどの場合は、窓ガラ

いものを使い、こまめに塗り直しましょう。

ラスが割れないよう、窓ガラスがむき出しにな

スに飛散防止フィルムを貼っておきましょう。

次にしっかり保湿をすること。肌内部の水分

らないように対策をしておきましょう。

たとえ窓ガラスが割れても、部屋の中に飛散す

よく一定のスピードで注ぎ、

れてしまうとその破片が凶器となってしまいま

飛散防止フィルムを貼る

泡がグラスの縁まできたら

は汗と一緒に蒸発してしまうので、インナー

飛来物から我が家を守るためには、雨戸や

ることがなく、物が飛び込んでくるのも防いで

注ぐのをやめるのがポイン

ドライの状態になっています。肌は乾燥する

シャッターを付けることが一番です。雨戸は今

くれます。また地震で窓ガラスが割れた際にも

と紫外線の影響を受けやす

ある窓サッシに後付けでリフォームが可能です。

安全です。飛散防止フィルムには省エネ対策や

いので、夏こそ十分なケア

ただし窓の脇に戸袋を取り付ける壁が必要にな

防犯対策を兼ね備えたものなど、さまざまな種

るので、壁がない場合はシャッターを取り付け

類があり、効果が変わってくるので、目的に合

るとよいでしょう。シャッターは電動式がある

わせて選びましょう。フィルムは自分で貼るこ

ので、窓を開けずに家の中からリモコンやスイッ

ともできますが、面積が大きい場合や防犯性能

チで開閉ができて便利です。雨戸もシャッター

を兼ねたものを貼る場合は、専門の業者にお願

も取り付できない小窓には、面格子を取り付け

いした方が確実です。

ト。しばらくそのままにして泡が落ち着いたら飲
み頃です。そして美味しく飲むためにはビールの

を心がけましょう。そして

温度にも注目。適温は６～８℃で、キンキンに冷

肌の汚れは洗浄力の高いオ

やせばよいというわけではないそうです。

イルクレンジングでしっか
り除去しましょう。
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