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アドバンス

みなさん、こんにちは。アドバンスの山本です。
高槻・茨木を中心とした大阪北部地震ですが、みなさんはい
かがでしたでしょうか？
宝塚は大した被害はなかったようですが、この地震でお亡くな
りなられた方にご冥福をお祈り申し上げます。また被災された
方々には心からお見舞い申し上げます。
阪神大震災を思い出しゾッとしました。
天災に対する人間の無力さを痛感させられるとともに、安否
確認の連絡方法、避難場所の確認、防災グッズの等、あらた
めて防災意識の重要さを認識しました。
さて、今回は第二十九番札所の松尾寺をご紹介いたします。

第二十九番 青葉山 松尾寺

のあけぼの」 この山は死火山で、昔火焔を吹き上げ、噴流は
直下の日本海に注いで壮絶な水煙をあげていたものと思われ
る。この厳しい表情をたたえた険峻な山は、早くから修験道修
行の場となっていた。
時に慶雲年中、唐の僧、威光上人が当山の二つの峰を望ん
で、中国に山容の似た馬耳山という霊験のある山があったこと
を想起された。
登山したところ、果せるかな松の大樹の下に馬頭観音を感得
し、草庵を結ばれたのが、和同元年（708年）と伝えられる。
爾米、今日まで千三百年を経ているが、その間、元永二年
（1119年）には、鳥羽天皇、美福門院の行幸啓があり、寺領
四千石を給い、寺坊は六十五を数えて繁栄した。

そのかみは 幾世経ぬらん
便りをば 千歳もここに 松の尾の寺
宗派：真言宗醍醐派
開基：威光上人
御本尊：馬頭観世音菩薩
創建：和銅元（７０８）年
住所：〒625-0010 京都府舞鶴市松尾532

当地方唯一の国宝の仏画も、美福門院の念持仏であったとい
われる。

当寺は、西国二十九番札所で、本尊馬頭観
世音は、三十三霊場中唯一の観音像であり、
農耕の守り仏として、或いは牛馬畜産、車馬交通、更には競
馬に因む信仰を広くあつめている。

奥深い山の中に佇むひっそりとしたお寺でした。

御詠歌：

その後、正徳6年（1716年）まで、五度火災に見舞われたが、
享保十五年（一七三〇年）牧野英成によって、漸く今日の姿
を整えるに至った。

山

本

松尾寺がその中腹に位する青葉山（699米）は、福井縣から
望見すれば、東西に並び立つ双方が一つに重なり、その秀麗
なさまは「若狭富士」と呼称されている。
「富士なくば 富士とやいわん 若狭なる 青葉の山の 雪
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●営業時間：８：００～１８：００
●定休日 ： 祝日
※配信の停止をご希望される場合は、お手数です
が、弊社までご連絡ください

(株）アドバンス

山本好英

代表取締役社長

お客様が本当に満足していただける 住宅建築
やリフォーム工事を提供したいという熱い思いを
持って日夜勤務に励んでいる。
仕事とは、お客様が感動していただく為に会
社・スタッフ・取引先が、知恵を絞りチャレンジし
続けること。その結果、自分達が感動に包まれる
ことである。

１ 月 格好よくしようとすると無理が生じたり肩に ７ 月 不意に昔の事を思い出すかも…。何気なく
生まれ

力が入ります。自然体の方が仲間や理解
者の協力を得られそう。

生まれ

思い付いた事を手帳やノートに記せば、メッ
セージや気づきに。

２ 月 理想や目標を目指すのも大切ですが、ま ８ 月 一生懸命に頑張っていることに対して他人の
生まれ

ずは挨拶や身だしなみをチェック。基本か
ら見直して吉。

生まれ

理解や評価を気にする事はありません。自分
を信じて吉。

３ 月 「以心伝心」「目は口程に物を言う」が今 ９ 月 思いやりの連鎖が広がるとき。辛口より甘口
生まれ

月のキーワード。意識にどんな思いを込め
るのかが大切。

生まれ

で…。自分が言われて嬉しいことを言葉にし
ましょう。

４ 月 心身ともにパワーアップの時。よく遊び、 10 月 物事を複雑にしていませんか？ もし、同じ悩
生まれ

よく学んで吉。何事にも全力投球すれば
運気も味方してくれます。

生まれ

みの件を誰かにアドバイスしてあげるとしたら？
と、自らに問いかけて。

５ 月 先走りや思い付きの行動はNG。カンに頼ら 11 月 家族やパートナーと過ごす時間が心に潤いを
生まれ

ずよく調べたり、計画を。周囲の意見も
聞き入れてみましょう。

生まれ

６ 月 些細な事で怒りが爆発することあり。いつ 12 月
生まれ

の間にかストレスが溜まっている模様。気
分転換が大事。

生まれ

与えてくれます。会話や食事を大いに楽しみま
しょう。
何でも簡略化されていませんか？ メールやライン
で済ませずに、出向いて顔を見て話すことも時には
必要。

肌に負担をかけないケア法
夏は、体内の熱を逃がそうと毛穴が開きます。
また、紫外線によるダメージで、肌のコラーゲンやエラスチン
が破壊され、毛穴がたるみやすくなります。肌に負担をか
けない毛穴のケア方法は、毛穴の汚れだけにアプローチす
ることです。
【汚れを取って収れん化粧水で引き締める】
【毛穴汚れに効果がある自分でできるケア方法】

石鹸は重曹が皮脂を溶かし角栓を除去する石沢研究所の

・オリーブオイルで毛穴汚れを取る方法

「毛穴撫子重曹スクラブ洗顔」や温感から冷感に変化する

毛穴に詰まった黒ずみが少しでもあると化粧映えがしませ

オルビスの「ホットクールジェル」などが角栓が取れやすい

ん。洗顔した後、ホットタオルで毛穴を開きます。その後、

ようです。また、収れん化粧水には肌を引き締める効果が

オリーブオイルを手のひらにとり、気になる部分をマッサージ

ありますが、必ず毛穴の汚れを落としてから用いましょう。

し、もう一度洗顔して洗い流すと汚れがとれます。

夏は肌がダメージを受けているのでビタミンC誘導体、クエン

・ヨーグルトの上澄みでやさしくピーリング

酸、植物抽出エキス、メントールなどが配合されたマイルド

夏の肌は疲れているので、市販のピーリング剤がきつすぎる

な収れん化粧水を用いてケアをおこなうのが理想ですが、

ことがあります。肌の弱い人はヨーグルトの上澄み（乳清）を

必ずパッチテストをしてから用いましょう。

顔全体に塗り、10分程
おくと毛穴の汚れがとれます。

毛穴を隠そうとファンデーションで埋めても、根本的には解
決しません。正しいシンプルなスキンケアで、根本的に毛穴
のケアをしましょう。

楽しいおやつ作り
もうすぐ夏休みですね。
何も予定がない日は、一緒におやつ作りなどはいかがですか？
◆思い出に残るおやつ作り
子供と一緒に作るとなったら、粉が散ったり、洗い物が増えたりとイライラす
るかも知れませんが、子供にとって「お母さんと一緒に作る」と言う課程がと
ても大切なのです。粉まみれになって作ったお菓子とその時間は、きっと温
かい思い出となって子供の心に残る事でしょう。
◆ホットケーキの粉で簡単に
ホットケーキミックスなら簡単！早速作ってみましょう。
・サクサククッキー
ホットケーキミックス150ｇ

砂糖20～30ｇ オリーブオイル30ｃｃ

卵1/2個

作り方は、全部合わせて混ぜるだけ。棒状にしてラップでくるんで冷蔵庫で少し寝かせます。
端から切って形を整えて、180℃に予熱したオーブンで15分焼きます。
◆ゼリーも簡単に
市販の果汁100％のジュース400～450ｍｌにお湯50ｃｃで溶いたゼラチン１袋を入れます。
後は入れ物に入れて固めるだけ。ジュースの量を測ったり、ゼラチンを溶かしたりする過程を
子供にしてもらいましょう。上手にできたら必ず褒めてあげて下さいね。

～無駄買いをなくして食費の節約～
スーパーに並ぶ、おいしそうな食材達。「あれ食べた
い、これ食べたい!!」とついつい手が伸びてしま
う…。お買い物に行く時のルールを決めてみましょ
う。
●お腹いっぱいでお買いもの
お腹が空いていると、食べたい要求が膨らんで、アレ
もコレも･･･と買ってしまいがち。さらに、お惣菜や調
理パンなどの、すぐに食べられる食材にも手が向い

●特売品に注意する

てしまいます。お買いものに行く時は適度にお腹を膨

「特売品」といっても自分にとってお買い得なものと

らましていくと、冷静に選べて無駄買いを防げます。

は限らないので、よく見極めてから買うようにしましょ
う。

●お財布には使うだけ
買い物に出かける際は今日の予算をしっかりと決
め、それ以上のお金を持たないようにすれば、自然
と無駄買いをしなくなります。
また、レジ前でカゴの中身をチェックする習慣も身に
付くので買おうとしている物が本当に必要かどうか
再確認が出来るようになります。

●使いきれる量を把握する
買い物をする前に、まずはそれを使いきれるかどうか
考えてみることも無駄買いを減らすことに繋がります

～“捨てる”では
ない方法 ～
1．リサイクルに出す
捨てるとなると、手放しづらいものでも、売れるとなると手
放しやすくなります。
着ない服、靴、バッグなど売りに行ってみましょう。食器類
も箱ごとなら引き取ってもらえます。また、使わなくなった
家電製品、携帯電話、パソコンなども買い取りをしている所
があります。こういったものは、出来るだけ早く売った方が
高く買い取ってもらえるので、使わなくなったらなるべく早
く行動しましょう。また、自宅に箱が送られてきて、それを
送るだけで、買い取ってもらえるシステムもあります。手放
せない物も買い取ってもらえるか、一度確認してみてくださ
い。案外高く買い取られる場合もあります。
最近だと、インターネットのフリマサイトも意外と高く売れる場合があるので、確認してみては。
２．バザーに出す
地域の小学校、幼稚園ではバザーが開催されています。地域の人の家に回収に回ったりしているので、近く
の子供のいる家庭に確認してみてください。バザーだと、色々な物が回収されていますし、子供たちの教育の
手助けになります。また、最近では、老人ホームやデイサービスなどでもバザーを開催している所がありま
す。
３．差し上げる
家に、来客が多いお家なら、玄関の近くに、差し上げる物ボックスを作ってもいいですね。読み終わった本、
雑誌、使わない食器など、来られた方が必要な物であれば、気軽に持って帰ってもらえると、手放しやすく
なります。

ちょこっと

♥ガラス食器ですずしく♥
花花花花花花花花花花花花花花花花
いよいよ夏本番です。少しでも食欲の増す、涼しい食器を使ってみましょう。
●冷茶をガラスで
柔らかなフォルムの手作りガラスやしっかりした作りの北欧のタンブラーなど涼しそうですね。茶
托をコースターに変えて楽しみましょう。アタのコースターを敷くと、アジアンテイストになります。
●そうめん鉢をガラスで
そうめんを入れる器をガラスにしてみましょう。とても涼し
そうです。家族分、おそろいのガラスや、一つ一つ違
う、作家さんのガラスなど。夏のそうめんタイムが楽し
くなります。大きなガラスのサラダボウルに全員のそう
めんを入れて、テーブルの
真ん中に置くと素敵です。
●バランスを考えよう
全部にガラス食器を使うと、テーブル全体がぼんやりし
てしまいます。陶器のお皿と組
み合わせて使いましょう

ホテル京阪ユニバーサルシティ
ランチバイキング

イケア鶴浜店でお買い物

LIXILリフォームフェア2018で
記念撮影

7月1日（日曜日）LIXILとアドバンスで合同企画しました、「リフォームフェア2018 ワンコインバスツ
アー」を開催いたしました。
当日は、ツアーお客様の日頃の行いが良かったのか（笑）、晴天に恵まれ、38名様とアドバンスの
スタッフ5人で阪急「宝塚駅」を出発しました。
インテックス大阪で開催された「LIXILリフォームフェア2018年」では、LIXILの技術を集めた最先端の住
宅設備を展示し、またわかりやすくショーパフォーマンスで説明するなど、楽しみながら体験して頂けたと思
います。
また、ﾗﾝﾁﾊﾞｲｷﾝｸﾞやイケア鶴浜店でのお買い物などは、参加者様の緊張もときほぐれ沢山
の笑顔をみることが出来ました。
最後に書いて頂いたアンケートも、改善点はあるものの概ね高評価を頂きまして、スタッフ
一同も楽しんで頂いたことを喜んでおります。
来年も、もっともっとバージョンアップし、企画させていただきます！お楽しみに(^^)/
ご参加者様、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。これからも、住まいのこと
でお困りのことがありましたら、いつでもアドバンスまでご相談くださいませ。
LIXILリフォームショップ店長

南浦

健至

