② 「速さ」「時間」「距離」の
計算方法をまとめた○○○の法則
③ 氷漬けで発見されることもある、
絶滅したゾウの仲間
④ 国際連合安全保障理事会の
常任○○国は５ヶ国です
⑤ 幾何学、市松、唐草などがあります
⑦ 長い歴史を誇る○○○○ある庭園
⑧ テストに向けて○○を張る
⑩ 土用の丑といえば

2019 年

⑪ 綾織りの綿布で作られたズボン。○○パン

3 月号

⑬ 歳を重ねると顔に深く刻まれていきます

答えは次号にて！
前号の答え：ユキオロシ（雪下ろし）

① 父⇔○○

⑪ 可愛い和柄が特徴的な○○紙

③ 阿寒湖では特別天然記念物に指定さ

⑫ ゆるキャラの知名度も抜群。

れています

千葉が名産のフルーツ

⑥ 順番どおりに○○○○○よく並ぶ

⑭ サイ、キリン、鬼に共通するのは？

⑧ 石焼は一味違う秋の味覚

⑮ ○○○がよい人は
物事を要領よくこなします

⑨ 景気が一目瞭然。消費者物価○○○

黄砂に要注意
春が近づき、お店にも色とりど
りの草花の苗が並ぶようになって

春になると東アジアにある砂漠や黄

こんにちは。春は新鮮でみずみずし

土地帯から飛んでくる黄砂。花粉症や

い野菜や果物がたくさん出回ります

アレルギー症状を悪化させたり、ぜん

が、中でもイチゴを楽しみにしている

きました。春を彩る花壇の準備を

おすすめの草花

始めましょう。

パンジー・ビオラ：品種が豊富で

被害が指摘されています。黄砂情報を

６月ごろまで花が楽しめ、春のガー

チェックして、ひどい日は外出を控え

土づくり

デニングに欠かせない草花です。パ

る、窓は開けない、洗濯物は外に干さ

変化しているようです。「女峰」「とちおとめ」「とよのか」「あまお

まずは土づくり。土を耕し、苦土石灰

ンジーとビオラの違いは花のサイズ

ない、空気清浄機を使うなどの対策を

う」
「紅ほっぺ」など品種を挙げればきりがありませんが、中でも「初

などで酸度を調整して１週間ほど寝か

で、ビオラの方が花が小さく、たく

とりましょう。またマスクも有効です

恋の香り」と「淡雪」は、果皮が白色から淡いピンク色の、熟して

せておきます。その後、腐葉土やたい

さんの花をつけます。

が、黄砂は非常に小さいの

も赤くならないユニークなイチゴです。どちらも白いだけでなく十

肥を加えてフカフカの土を作り、有機

スイートアリッサム：小花がたく

で、超微粒子

分な甘さと香りを兼ね備えているのだとか。希少なため価格も高く、

さん咲き、こんもりと生い茂る草花

の侵入を防げ

で、開花期は６月ごろまでですが、

るマスクを着

花壇の植栽計画

うまく夏を越せば秋にまた咲きます。

用しましょう。

どこに何を植えるかのポイントは、植

その他、カラフルな色が魅力のプリ

物の草丈と開花期、そして花色です。

ムラ・ジュリアン、秋まで長く咲く

奥行きのある花壇にするためには、花

ゼラニウムやペチュニア、キク科の

の種類で高低差をつけること。一般的

デイジーやキンセンカ、まっすぐな

には手前に草丈の低いもの、奥にいく

花茎にたくさんの花が咲くストック

ほど草丈の高いものを配置しますが、

なども育てやすく、おすすめです。

肥料をすきこんでおきましょう。

そくや肺の病気を引き起こすなど健康

方も多いのではないでしょうか。
イチゴは毎年のように新しい品種が発売され、人気のある品種も

なかなか口にできる機会はなさそうですが、ぜひ赤いイチゴと食べ
比べてみたいものです。ビタミン C が豊富で美肌効果が期待できる
イチゴ。たくさん味わいたいですね。

円形の花壇の場合は、中心に草丈の高
を植えましょう。また開花期が一時期

植えつけ、育て方の
ポイント

に集中しないよう、球根植物、一年草、

草花を植えるときは植物の生長を見

多年草などを組み合わせ、年間を通し

越して、適度に間隔を空けておきま

て花が咲くようにしましょう。花色は

しょう。また定期的に肥料を与える

同系色や類似色で組み合わせると、ま

ようにし、咲き終わった花ガラはこ

いもの、縁にいくほど草丈の低いもの

とまった印象になります。

まめに摘んであげましょう。
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Ｑ

かいはかいでも
お風呂に入っているかいは？
Ａ. あったかい

Ｑ

よんでもよんでも
返事をしないものは？
Ａ.本

お気軽にお立ち寄り下さい。

4

勉強をするのもリビングというご家庭

とくに子供が小さいうちは、遊ぶのも

供に目を配ることができ、対話もでき

チンにすることで、料理をしながら子

対面キッチンのようなオープンなキッ

１日の多くの時間を過ごすリビング。

も多いのではないでしょうか。居心地

リビング階段

ます。また子供がお手伝いをしやすい

リビングとつながった畳コーナーや和

リビングを通らないと２階に上がるこ

がよく、家族が集まるリビングにする

室は、赤ちゃんのおむつ替えや子供の

とができないので、子供と顔を合わせ

よう、一緒に作業ができる程度の広さ

昼寝、子供のプレイスペースとしてあ

る機会が増え、家にだれがいるかも把

ためのポイントを考えてみましょう。

ると便利です。同時に子供が自分で片

握しやすくなります。しかし来客が多

畳コーナーを設ける

付けしやすい所に、おもちゃの収納場

い家庭などでは、お互いにストレスに

回遊動線

所も用意してあげましょう。

るところの方が安心し

家の中の動線を行き止まりのない回遊

勉強スペースを確保

て勉強もできるようで

動線にすると、室内の開放感が上がり

子供は人の気配のす

す。

ます。動線を短くすることができるの

で家事を効率的に行うことができ、子

子供を見守ることが

できる場所に勉強ス

などで薄くむき、3 等分にする

供も自由に動き回って楽しむことがで

② アスパラガスは下 1/3 の皮をピーラー

ペースを作ってあげま

① ホタテを 2～3 枚に薄切りしておく

きます。

＜つくり方＞

しょう。もちろん専用

1 人分…約 102kcal

の机でなく、ダイニングテーブルでも

さっと一品、いかがですか？

大丈夫。学習道具をしまっておける場

ホタテの旨みが染み出て美味しい！

所も用意してあげるとよいでしょう。

ホタテとアスパラガスの中華風炒め

③ 塩を加えた熱湯で②を 1～2 分

酒…大さじ２
ごま油…大さじ１

①のホタテを両面焼き、
③と④を加えて更に炒める
⑥ ⑤に酒、塩・こしょう、

鶏がらスープの素…小さじ２

鶏がらスープの素を加えて

塩・こしょう…少々

さっと炒めれば出来上がり

エクステリアのリフォーム

捨てる食材で
エコ掃除
春です、ダイエットを始めま
しょう！

てる前にキッチン周りの掃除に

暖かくなると代謝が上がって内臓の働

活用してみてはいかがでしょう。

きも活発になるので、ダイエットに最適

まれるサポニンは、シンクのく
もりを取ってくれるので、シン
クを磨くのにぴったり。また水
筒や急須に少量の水と一緒に入
れてよく振ると、茶渋をスッキ

果を高めます。

家の印象は庭やテ

キッチンで出る生ごみは、捨

ジャガイモの皮：皮の裏に含

子育てしやすい
リビングの
作り方

塩…少々、 白菜…４枚

⑤ フライパンにごま油を温めて、

目を配れるキッチンの配置

アスパラガス…６本

ざく切りにしておく

は確保しましょう。

ホタテ…８枚

④ 白菜は食べやすい大きさに、

なるかもしれないので、慎重に検討し

＜材料＞ ４人分

た方がいいかもしれません。

さっと茹で、水気を切っておく

に蒸気がこもったところで汚れを
拭くと、汚れも臭いも取れます。

レモン： レモンの酸味である
クエン酸は水垢などのアルカリ
性の汚れを落とす効果や殺菌作
用があります。レモンの切れ端

リ落としてくれます。

を電気ポットに入れて沸騰させ

ミカンの皮：シンクの油汚れ

ると、カルキ汚れが取れます。

におすすめ。皮の表側で円を描

古くなった小麦粉：油を吸着

くようにこすると、油を中和し

する性質があるので、換気扇に

て汚れが落ちます。コンロ周り

たっぷり振りかけて数時間置き、

の油汚れにも効果的です。また

お湯で絞った布で拭き取ると簡

電子レンジで１分ほど加熱して中

単にキレイになります。

3

な時期です。フキノトウやワラビ、ゼン
マイなどの山菜の苦み成分にはポリフェ

ラスなどを含んだトー

カーポート：カーポートは雨風や紫外線から

タルのデザインで決ま

車を守り、塗装の劣化を防ぐのに有効です。設

ります。家の印象を変

置の際は車の大きさや台数はもちろん、住宅の

えたいと思ったり、防

外観とのバランスや、家族全員の将来のライフ

犯性能を高めたり、使

スタイルも考えて選びましょう。また大切な車

い勝手を良くするため

を守るには、防犯性も高めたいところ。車道や

にエクステリアのリ

歩道からの入り口に伸縮式ゲートや跳ね上げ式

フォームを検討してみましょう。

ゲートを取り付けたり、シャッターなどを組み

ノールやビタミンが豊富に含まれていま

合わせれば、長期不在時も安心です。住んでい

す。新陳代謝を促進する働きがあるので

門回り：家の顔とも呼ぶべき門回りは、フェ

る地域に合った屋根材を選び、耐久性も高めま

冬の間に停滞していた胃腸を刺激して活

ンスや境界線も含め、家や庭との調和、ライフ

しょう。

動的な体にしてくれます。山菜をたっぷ

スタイルも考慮してデザインしていきましょう。

テラス：外でのランチを楽しんだり、洗濯物

り食べて、有酸素

また門やフェンスは単に家を外と区切るだけで

を干したり、子供の遊び場にしたり、さまざま

運動であるウォー

なく、防犯上もとても重要な役割をもっていま

な使い方ができるテラス。
タイルを貼るか、
ウッ

キングで気持ちよ

す。人は視線より高いフェンスは乗り越えるの

ドデッキにするか、屋根はどうするかなど、テ

く汗をかいて脂肪

を躊躇するとか。また縦格子よりも横格子の方

ラスの造り方はいろいろあります。まずはテラ

が目隠し効果が高いといわれています。ある程

スをどのように利用したいのか目的をはっきり

度の高さがあり、外からの視線は遮るものの、

させ、どんなテラスを造りたいかイメージを明

中から外が見えるものを選びましょう。人が近

確にしましょう。その上で、デザインや色、材

づくと点灯するライトを設置することも防犯効

質などを決めていきましょう。

を燃焼しやすい体
を作りましょう。
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