2019.June

住宅の新築・リフォームならアドバンス

アドバンス

みなさん、こんにちは。アドバンスの山本です。
先月はお休みしたので、またまた２ヶ月ぶりのご無
沙汰です。令和初めての投稿です。今号がみな
さんのお手元に届くころには、梅雨入りしていると思
いますが、昨年のような豪雨災害が起こらないこと
を願うばかりです。さて今回は、神戸 六甲の地
蔵屋というお店をご紹介したいと思います。

ぎゅっとした食感で一口目から小麦の甘みと旨み
が広がります。小麦の甘みとバターの塩味がバツ
グンのバランスとなり本当に美味しい食パンです。
耳はサクッとデニッシュのような食感で香ばしく、
端っこは耳を落とさずに耳付きで食べて頂くとまた
違った食感で美味しいです。

【地蔵家】
神戸市灘区弓木町3丁目１－１４４
www.jizouya.com/about/

店構えは「え、ここ？」という感じの高架下にありま
す。決しておしゃれという感じではありませんが、味
で勝負されてるだけはあります。
1回目よりも2回目、食べる毎に「やっぱ美味しい
なぁ」としみじみ感じる食パンです。

食パン６２０円（税込み）
のみ 発送もしてくれるよ
うです。
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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
代表取締役社長

山本好英

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 思い通りに進まないのは自分のやり方に執 ７ 月 適正の無いと感じる事でも今は黙ってやり遂
生まれ

着しているからかも。感情に惑わされない
よう客観視して。

生まれ

げる努力が大事。紆余曲折を経て解決する
未来があります。

２ 月 現状に満足していないなら、髪型など大 ８ 月 対人面が運気に影響を与える時。客観性を
生まれ

胆なイメージチェンジや部屋の模様替えを
して、好循環に転換して。

生まれ

大切にして否定的な発言の多い人からは離
れて正解。

３ 月 現状に甘んじずクオリティーアップを目指し ９ 月 交際運が活発。外食の機会が増え栄養バ
生まれ

て吉。集中力を高めて大きなチャンスを手
に入れましょう。

生まれ

ランスが乱れやすい模様。夏を前にウエイト
コントロールは怠りなく。

４ 月 何事もテンポよく進めると成果がある時。 10 月 周囲の要望に応えようとするとストレスがピーク
生まれ

玄関や食卓に生花を飾って家の気の流れ
も整えると吉

生まれ

に…。意思を伝え無理せず自分を優先しま
しょう。

５ 月 同じ感覚を持った人たちと楽しく過ごす機 11 月 時間を見つけて色々な事に関心を持って挑戦
生まれ

会あり。理解してくれる人と話すと疲労回
復効果も期待できそう。

生まれ

６ 月 目標やお手本になる人を意識して行動す 12 月
生まれ

ると次第に実現できそう。ただし、いつで
も微笑みを忘れない事。

生まれ

して吉。才能が開花するかも…。価値観も変
わりそう。
生活に潤いを与えるグッズ購入が吉。安価な商
品でもセンスやアイデアを生かして値段以上のモ
ノに。

夏こそ内臓冷え性に注意
夏の代表的な体の不調といえば夏バテ。しかし、夏
バテと同じくらい注意したいのが「夏の冷え性」です。
夏の冷え性はまさに美の大敵なので、きちんと対策
をしておきましょう。
【夏に内臓が冷える原因とは？】
夏になると「手足が冷える」「お腹が痛くなる」といっ
た症状に悩まされることはありませんか？その原因とし
て考えられるのが、「内臓の冷え」です。クーラーの効
いた室内に長時間いると、体が芯から冷えてしまいが
ち。他にも冷たいアイスや飲み物を摂り過ぎると、それ
も胃腸が冷える原因となります。

冷えている証拠。夏でも、お腹周りや内臓を意識的
に温めましょう。
●飲み物の温度に気をつける
冷たい飲み物ばかり摂っていると、内臓の働きが鈍っ
てしまい消化吸収も悪くなります。夏でも、常温また
は少し温かい飲み物を摂りましょう。

【内臓の冷えがもたらす悪影響とは？】
内臓が冷えると、体温も下がってしまいます。体温の
低下は代謝や免疫力の低下にもつながるので、健康
だけでなく美肌に大きな影響を与えることも…。さら
に、内臓が冷えると自律神経も乱れてしまうので、ま
さに女性の大敵なのです。

●湯船に浸かる
夏場はついシャワーで済ませてしまいますよね。しかし
内臓が冷えやすい夏こそ、しっかり湯船に浸かって内
臓を温めてあげることが重要です。

【今すぐ実践！内臓を温める習慣】
お腹を触ったとき「冷たい」と感じたら、それは内臓が

他にも、就寝中やオフィスのクーラー対策として腹巻を
使うのもオススメ。冷えやすい夏こそ内臓を温めて、健
康美人を目指しましょう。

雨の日を楽しく過ごす方法

傘

6月になると梅雨入りし、雨が続きます。子供の遊びもマンネ
リ化してしまい、気分も滅入りがち。しかし工夫次第で、いつ
もとは違う事が楽しめます。今回、家の中と外、それぞれで楽
しめることについてまとめてみました。
●絵本を読む
雨を題材にしたものや、梅雨明け後にやってくる夏をテーマにした絵本を
選んでみてはどうでしょうか？
●粘土を使ってお店屋さんごっこ
カラフルな粘土を使って食べ物などを作り、お店屋さんを開店するの
も楽しいです。市販の粘土に絵の具を入れると手軽にカラー粘土が作
れます。
●お手伝い
最初はうまく出来ず親も多少疲れますが、次第に出来るようになります。洗濯物干し、サラダなど簡単な料理作
り。中でも、ハンドタオルやフェイスタオルなどを畳ませるのは簡単でおすすめです。
●お風呂場で水遊び
湿気が多くて汗をかくので、あせも防止にも。シャボン玉遊びも喜びますよ。
●雨の中のお散歩
長靴やレインコート、傘など、お気に入りのレイングッズを身に付けてお散歩してみましょう。屋根から落ちる雨粒
の音、水溜まりに足を突っ込むなど、五感を刺激する機会にもなります。
●生き物や植物探し
雨の日しか出会わないカタツムリやカエルなどの動物探しや、植物・花の様子の観察なども楽しめます。

～バスボム～
お風呂に入れるだけで、いつものバスタイムが贅
沢に変わるバスボム。色も形も香りも自由自在
に、弾けて楽しいバスボムを自宅で簡単に作って
みませんか？
◆バスボムとは？
お風呂に入れるとシュワっと弾け、豊かな香りと
肌に潤いをもたらしてくれるバスボム。バスボムは
見た目も可愛らしい発泡性の入浴剤です。しか
し、購入しても特別な時にしか使わない方も多い
のではないでしょうか。たまの贅沢で使うという
のも悪くはありませんが、安く手作りも出来るんで
すよ！
◆材料（おかずカップ８個程度）
・☆重曹……１００ｇ
・☆クエン酸……５０ｇ
・☆片栗粉……５０ｇ
・霧吹きに入れた水……少々
・★お好みでバスソルト、アロマオイル数
滴、食紅少々、ラメ等

◆お子様でも簡単！バスボムの作り方
☆をボールに入れスプーンでしっかりと混ぜま
す。お好みで★を入れ混ぜた後、一度霧吹きし
てはすばやく混ぜるという工程を繰り返します。ス
プーンの背で押した時に粉同士が固まりひっつく
ぐらい全体にしっとりしてきたら、押し付けるように
型に詰めていき、屋内で半日～１日乾燥させて完
成。水が多すぎると、溶け始めてシュワシュワと
音がしてくるので注意しましょう。
色や香り、デザインも豊富で見ているだけで楽し
くなるバスボム。自分で楽しむだけでなく贈り物と
して作ってみてはいかが？

～冷蔵庫の収納～
1．何が入っているか確認する
冷蔵庫は奥行きがあるため、使わないモノがどんどん奥に入って
いってしまいがちです。一度全部のモノを取りだして、何が入っ
ているかを確認してみましょう。特に、長期保存が可能な冷凍庫
は、安心感から沢山のモノを収納しがちです。この機会に一度見
直してみるといいですよ。
２．グループに分ける
冷蔵庫から出したモノを収納するときのコツは、グループに分け
る事です。同じ種類のモノや一緒に使うモノは、グループにまと
めます。例えば、パンの朝食に使うジャムやバター、加工品のハ
ムやチーズ、子供のジュースやゼリーなどは、それぞれグループ
としてまとめます。
３．定位置を決める
冷蔵庫の中でモノがどこにあるかわからなくなるのは、定位置が決まっていない場合がほとんどです。２で
作ったグループの定位置を、よく使うモノから順番にきちんと決めていきましょう。使用頻度の高いモノはすぐに
取れるポケットや真ん中あたりに。使う頻度が低いモノも、分からなくならないようにカゴなどにまとめて、すぐ
に取り出せる様にしましょう。その際、カゴは冷蔵庫の奥行きに合わせて、長めを選んでください。短めのカゴに
すると、その前にモノを置いてしまうので、取り出しづらくなってしまいます。

ちょこっと

父の日のテーブル
父の日に素敵な食卓で家族そろって食事ができたら嬉しいですね！普段と違うオシャレで
楽しい食卓を演出してみましょう。
●男性カラーでキリッと
まず、テーブルクロスかランチョンマットを敷いて、いつもの食卓
と違う雰囲気を作りましょう。テーブルクロスは手芸店に売ってい
る布でも構いません。青や紺、茶色、ストライプなどでキリッと
した食卓にしてみましょう。
●白っぽいお皿でめりはりを
青や紺、茶色には白っぽいお皿が目立ちます。黄緑や黄色の紙
ナプキンを添えてみましょう。
●お花を添えて
紫陽花やひまわりなどのお花を花瓶に入れて飾りましょう。向か
い側の相手の目線が見えるくらいの高さに抑えます。想い出に
残る父の日になるといいですね。

アドバンスの「ちょっといい話」をご愛読の皆様
平素は格別のご厚情にあずかり心より御礼申し上げます
この度、リフォーム課の店長に就任いたしました”篠崎”と
申します。
「住まいの事ならアドバンス！」と、地域で１番目に、頭に
浮かんでいただける様に、日々活動をしていきますので何
卒、ご支援くださるようお願いいたします。

早速、私の「豆知識」のコーナーです。
既に太陽光発電を設置されてる方も多いと思いますので、
これからの太陽光発電システム活用法を紹介いたします。
電気料金は東日本大震災から上昇傾向にあることは既に
ご存知ですよね、、、近況で価格が下落する要因が見当
たらないです。
そこで売電の太陽光発電システムに、電気を貯める「蓄
電」が選択枝として出てきました。日進月歩の進化の恩恵
で一般家庭でもご一考できる価格に近付いたとはいえ、ま
だ高額アイテムですが「災害・停電時」には避難所へ行
かなくても「停電時に蓄電池のお陰で」日常生活を自宅

LIXILﾘﾌｫｰﾑｼｮｯﾌﾟアドバンス

店長

篠崎

雄太

で数日間過ごせるメ
リットがあり、女性は
避難所苦難から解放
される事でしょう。
た だ し、条 件 と し て
「オール電化住宅」
であることが必須とな
りますが、災害中にエアコン・冷蔵庫・携帯充電・非常
灯が利用可能なら、そのメリットは大きいと私は感じます。
給水とトイレ・入浴に不安はありますがメーカーさんに
近況を聞きますと、想定外の自然災害に備える方が増加
傾向にあるそうです。
近所の方に携帯充電をしてもらったりミルクの湯やTVから
災害情報提供出来たり、体験談を聞きますと、これから需
要が伸びるかもしれませんね。
これにて「店長のコラム」第１回目とさせていただきます。

宝塚市内を中心にLIXILリフォームショップ アドバンスは 地域リフォームNO,1 を目指し日々活動して
おります。
飲食業から住宅業界へ転身し22年間、お客様に喜んでいただける仕事を今日まで心掛けてきました。
当ショップの強みは、施工もちろん土地・建物探しまで、当社で一括して住まいのサポートが可能な事
です
真心込めて、お客様の豊かで快適な住まいを、リフォームを通じサポートさせて頂きますので
「お住まいの事ならアドバンスに！」お気軽にご相談下さい。

アドバンス

★アドバンスはLIXIL不動産ショップに加盟しました！
リフォームでも不動産でもアドバンスにお任せください！！

