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みなさん、こんにちは。アドバンスの山本です。ようやく
秋 ら し く 涼 し く な っ て き ま し た ね。食 パ ン の 食 べ 過 ぎ
(^^;)で最近太ってきたので、秋からダイエットを始めよ
うと思います。まずはレコーディングダイエットということ
で、毎日体重と、何を食べたかを記録していきたいと思
います。記録するだけでは痩せないと思いますが、毎日
意識することで生活が変わってくるとのことです。急激に
体重は減りそうにありませんが、まずは楽なところから
じっくり取り組んでいきたいと思います。
目標7㎏減！ 何キロから減らすかは秘密です(*^_^*)
さて、今回は熟成純正生食パン専門店(ややこしい名
前ですね)の本多をご紹介します

【熟成純正食パン専門店本多】
元町店(姫路に本店、加古川、大阪など多数店舗あり)
神戸市中央区元町通４－６－７
０７８－５１５－６５８５

個人的には薄めのスライスで頂くのがオススメです。
雅
１本(２斤) ８００円（税別）
白鷺 １本(２斤) １０００円(税別)
先月号の嵜本の食パンより、さらに高いです(;^_^
山ログ 3.4 顔

熟成純生食パン本多、こちらのお店を知ったきっかけは
電車でこのお店の紙袋を持った人を見かけたことでし
た。ものすごく高級感のある紙袋に「熟成純生食パン専
門店」と書いてあり、思わずその場で検索してしまいまし
た。
さて、熟成純生食パン 白鷺の感想はとにかくしっか
り、もっちり！食パン自体もずっしりと重みがあります。
練乳が入っているので、もっちりとした食感と相まって濃
厚さが際立ちます。
一口一口、ギュッとしっかりとした食感で食べごたえ抜
群。私個人の好みとしてはサクッとした食感が好きなの
で少し重たく感じましたが味は本当に美味しいです。
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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 地道な努力が実を結び徐々に頭角を現せ ７ 月 運気は上々ですが、時間が必要な問題は焦
生まれ

そう。ここぞというシーンでは華やかな装い
がGood。

生まれ

らない事。今は身の回りの整理や爪先のお
手入れが吉。

２ 月 前半はアップダウンの激しい運気ですが ８ 月 過去から学んで運気アップを。行動パター
生まれ

翻弄されないよう冷静に対処しましょう。
後半はアクティブに。

生まれ

ンを変えたり、口にする言葉を意識して変え
るのも効果的。

３ 月 意地悪は妬みや嫉妬が原因かも。戸惑っ ９ 月 何事も適度な緊張感とスピード感でスマート
生まれ

たり、心を痛めるより楽しい時間に焦点を
当て同調を避けて。

生まれ

にこなせる模様。周囲の評価もアップし頼ら
れる存在に。

４ 月 大きな買い物や決断は少しでも迷いがあ 10 月 ボランティア活動が吉。「徳」積み立てでき
生まれ

れば保留が吉。家族で話し合う時間を
持つことも大事。

生まれ

運 気 の 底 上 げ に 効 果 的。気 の 合 う 仲 間 を
誘ってGo！

５ 月 こだわりや余計なプライドは脇に置いて 11 月 周りに気を使い過ぎて乱調気味。「脱力」が
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吉。視野を広く持ち全体の利益のために
貢献するのが得策。

生まれ

６ 月 良いと思うことはどんどん取り入れましょ 12 月
生まれ

う。音楽や芸術などクリエイティブな興味
を持つと更に魅力ＵＰ。

生まれ

鍵。色々なアンテナはオフにして肩の力を抜き
自身をいたわって。
複数の案件が同時進行しやすい時。難しい事案
の調整ほど自信を持って落ち着いて対処して吉。

シナモンでポカポカ美人に

秋冬になると、多くの女性が悩む「冷え性」。冷えは万
病のもとと言われるほど、体にとって良いことがありませ
ん。また、美肌にも大きな影響を及ぼします。血流が滞
ると、顔色が悪く見えたりお肌の調子が優れなかった
り、イキイキした美肌からどんどん遠ざかってしまうこと
も……。お風呂上がりのような、血流の良い美肌を目指
したいですね。
【シナモンが冷え性を改善する！？】
そこでお勧めしたいのが、「シナモン」です。シナモンと
いえばお料理でも脇役のイメージが強いですが、実は冷
え性を改善する効果があることをご存知でしたか？
シナモンには、血流を促して手足を温める作用があるとし
て、漢方などでも重宝されています。血流がUPすると新
陳代謝も促進されるので、健康的な美肌へとつながるの
です。

【シナモンの美味しい食べ方】
シナモンの摂取方法は、粉末状のシナモンパウダーが手
軽でお勧め。温めた豆乳やホットココアに振りかけると、
体の芯からポカポカと温まります。
ほかにも、トーストに振りかけると、朝食にピッタリの「シ
ナモントースト」や、バナナに振りかけて、デザート風に食
べれる「シナモンバナナ」なども美味しくいただけます。
シナモンは幅広く使えるので、アレンジが楽しめるのもメ
リットですよ。
シナモンの摂取量ですが、１日に小さじ半分ほどとされ
ています。摂りすぎると肝機能の低下にもつながるので、
量を守って摂取しましょう。

いまさら聞けない

インフルエンザ

テレビやSNSでインフルエンザ対策の情報を多く得られますが、
今一度おさらいし、インフルエンザに備えましょう。
●予防接種は早めの１０月がおすすめ
年末が近づくと体調を崩す人が一気に増えます。予防接種する際、
患者さんと同じ時間にならないように配慮されますが、完全に防ぐの
は難しいです。そのため、重症化している患者さんが少ない１０月頃に
予防接種を済ませましょう。予防接種の効果は接種した２週間後から５ヶ月間程とされており、３月末頃まで持続
します。
●口腔ケアが予防に効果的
口の中の細菌が増えることで出る酵素があります。そのウイルスが粘膜にくっついて体内に入り込み、インフルエン
ザ等に感染する事が分かっています。夏場より歯磨きの回数を増やし、歯科医でのケアも行いましょう。
●インフルエンザは最大３回かかる
A型は２つ型があり、場合によっては２度かかることも考えられます。また、B型は年が明けてから流行るので、こち
らも注意が必要です。
●帰省等で飛行機を利用する予定だったのにインフルエンザに感染した場合
年末年始に運悪く感染し、飛行機に乗れず多額のキャンセル料を支払ったという話を耳にすることがありますが、
実は医師の診断書があれば取消手数料や払戻手数料を支払わずにキャンセルする事ができます。ただし、格安
チケットの場合や航空会社によっては適用外となる可能性もあります。各航空会社にお問い合わせ下さい。

～蜜蝋キャンドル～
優しく揺らめく炎と甘い香りが癒やしの効果をもたらす

◆蜜蝋キャンドルの作り方

蜜蝋キャンドル。蜜蝋とはミツバチが巣作りをする時

①蜜蝋とベースオイルを耐熱容器に入れ、弱

に体内で作り出す蝋のこと。その蜜蝋を使ったキャン
ドルは煤や黒煙が出ず、有害物質やアレルギー性物

火で湯煎する。
②蜜蝋が溶けたらタコ糸を蜜蝋に軽く浸し

質が発生しない、また空気が汚れにくく喉を傷めない

クッキングペーパーの上で真っ直ぐに伸ば

といった特徴があります。市販の蜜蝋を使って、ぜひ

した状態で乾燥させる。

ハンドメイドに挑戦してみましょう！

③②で作った芯を割り箸で挟み、キャンドル
を入れる耐熱容器の中心に固定する。

◆蜜蝋キャンドルの材料
・蜜蝋

５０ｇ

・ベースオイル 小さじ１～２

④溶かした蜜蝋を③にゆっくりと注ぎ、粗熱
がとれたら冷蔵庫で一晩冷やす。
⑤固まったら芯を１.５ｃｍほど残して切り、

・キャンドルを入れる耐熱容器

グラスや陶器の場合はそのまま、型の場合

・蜜蝋を溶かす用の耐熱容器

は外して完成。

・割り箸 １膳
・容器より長めのタコ糸かろう
そく用の芯
・クッキングペーパー

その炎の揺らぎは『１／ｆゆらぎ』のリズムを刻みライト
テラピー効果もあるそう。見つめることで心身共にリ
ラックスさせてストレス解消に役立ててみてはいかが？

～持つ量を決める～
1．足りないモノはない
今、日本のお家はどこもモノが溢れています。昔、特に
戦後はモノが少なく、一つのモノを大切に暮らしていま
した。一方、現在はモノが足りなくて困っているお家は
ありません。逆に多すぎて管理出来ていません。年々、
家も収納も広くなり、家の中に置けるスペースが増えた
ため、もったいないを合い言葉に増やしています。今一
度、足りないモノは無いと自覚する必要があります。
２．数で管理する
モノを持つ時、数で管理しましょう。例えばタオルは何枚、食器
は何枚、スカートは何枚など、数を把握する事で、増えすぎるのを防ぐことが出来ます。使う頻度や人数
を考えると、そんなに多く持たなくても足りることが分かります。
３．一つ買うなら一つ手放す
数で管理が出来る様になると、一つ一つのモノを大切に出来る様になります。また、買い物する時、一つ買
うなら一つ手放すをルールとして決めておきましょう。買うなら手放す、これが決められると、買い物をする
ときにもちょっと慎重になります。また、粗品を一つもらうなら、一つ手放さないと家に入れられないと決め
ておくと、粗品もむやみに手に入れるのを防げます。

ちょこっと

＊＊フェルトのコースター＊＊
寒くなってくると暖かいものが身近にあると嬉しいですね。フェルトのコースターを
工夫して使ってみましょう。
●コーヒーカップの下に
コーヒーカップとソーサーの間にフェルトのコースターを
１枚敷きます。それだけで暖かい雰囲気になります。最近は１００
円均一で可愛いフェルトのコースターがたくさんあります。色を
変えて楽しみましょう。
●横につなげて
コースターを横に何枚かつなげて細長いお皿の下に敷きます。
テーブルの中央に置いてみましょう。前菜などを入れると楽しい
ですね。
●花瓶のまわりに
丸いコースターを５つ、お花のように丸く並べます。その中央に花
瓶を置いてみましょう。ガラスの花瓶でもフェルトで囲むと寒々し
くなりません。

アドバンスの「ちょっとした話」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 。
この度の台風影響で被害に遭われた方々、心よりお見舞い申し上
げます。
去年、今年も想定外の勢力を保つ台風被害に胸が痛みます。
そこで今月のコラムは命を守る「避難」に着目してわかりやすく大
雨等の際の避難行動や避難のタイミングをお伝えします。
まず初めに、近所の「避難所・避難場所」を知っておきましょう、
そして、夜間は災害リスクが増えるので日没前の避難が好ましい
です。
どの「災害が迫っているのか？」を頭に入れて適切な避難を行い
ましょう（避難行動ホームページ・日本気象協会）https://
tokusuru-bosai.jp/index.html
避難所にたどり着いたら、食料があるとは限りませんから自宅か
ら家族で分担し持ち込みましょう。
最後は自己判断で避難行動を起こすのですが、TV情報はさまざま
な情報をもとに、避難情報を発令する判断を行うことから、
必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難情報が、同時に発令さ
れるわけではありません。
いざというときにあわてることがないように、避難に備えた行動を一
人ひとりが災害避難行動あらかじめ決めておくことも大事です
ね。

「トクする！防災」
「トクする！防災」は、日本
気象協会が推進するちょっと
楽しくちょっとおトクに防災ア
クションを取
ることで、自
分や家族の
命を守る 情
報を発信して
います。
得する！防災HP

「警戒レベルに関するチラシ」PDF形式
「警戒レベルに関するチラ
シ」は内閣府発信の地方公
共団体が避難勧告等の発令
基準や伝達方法を改善する
際の参考としていただけるよ
う「避難勧告
等に関するガ
イドライン」
です
警戒レベルに関するチラシ（PDF)

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
LIXILﾘﾌｫｰﾑｼｮｯﾌﾟアドバンス 「お住まいの事ならアドバンスに！」お気軽にご相談下さい。

店長

篠崎

雄太

売買からリフォームまでトータルにサポートします。
全国区ネットワークだから遠隔地の物件も対応可能です
世界のERAだから海外物件も大丈夫です
地域密着だからこの町のことなら任せて安心
誠実営業で顧客満足度NO.1を目指します

すべて

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！！

