あなたの住みごこち考えてみませんか？ 住環工房スタイルの生活提案いたします。

先日関東も梅雨入りをし、ジメジメと蒸し
暑い日が多くなってきました。何とも不快な
この時期ですが、夏はもうすぐそこまで来て
います。
夏と言えば、灼熱の太陽と青すぎる空とお
祭りというイメージです。
そう、私はお祭りが大好きなのです。今回
は山口のお隣福岡県のお祭りを紹介したい
と思います。
ご存知の方も多いと思いますが福岡の一
大イベント、博多祇園山笠。歴史も 700 年も
あり、これを終えないと福岡県民に夏は来な
いと言われるほどのお祭りで、毎年７月 1 日
～１５日まで行われます。期間中は毎日盛り
上がるのですが、最終日は格別です。追い山
と呼ばれる最終日は、それぞれの流（ながれ）

が大きな山車を担ぎタイムレ
ースをするのです。その距離
５キロ。スタートの時間、朝 4 時 59 分！！ 博多祇園山笠
私も 1 度だけ行ったことあるのですが、
スタート前に「祝いめでた」と言う歌を歌っ
て熱気ムンムンです。眠いなんて言ってられ
ません。
福岡に単身赴任していた時に立ち飲み屋
で仲良くなった方に「兄ちゃんも出なよ。出
してあげるよ」と言われたのですが、フンド
シが恥ずかしくお断りしたのをすごく後悔
しています。
もし福岡に旅行に行かれる予定のある方
がいらっしゃいましたら、是非 7 月 15 日の
追い山に行ってみてください。私もまた行き
たいですが動画で我慢します・・・。
巨大な山車を担いで走る！

住環生活

じゅうかんせいかつ

Jun/Jul 2018 ０yen(税込)

すっきりスマートな暮らしを目指しましょ♪

皆さんこんにちは！！プランナー佳子です。
いよいよ梅雨に突入ですね。
梅の雨と書くように梅の実がなる季節でもありますね。
昔、母が梅干しを漬けていたことが思い出されます。漬けた
ことがなかったので、今年は小梅を漬けてみました。美味し
く出来るか今から楽しみです。
もう一つのこの季節のお楽しみが、『しそシロップ』作り
です。この時期しか出回らない赤紫蘇を使った爽やかなシロ
ップです。昨年は友達に大変好評で、追加で注文されてしま
うほど。夏バテ防止や疲労回復 貧血防止など嬉しい効果も
期待できるようですよ。
この時期のお楽しみに一度チャレンジしてみてはいかが
ですか？
★作り方★
①赤紫蘇を葉だけにしてよく洗い絞る
②100ｇ量る（青しそを入れると爽やかになります）
③500ｍｌの沸騰したお湯に入れ 3 分程度煮出す
④ザルで濾す（葉っぱのエキスもぎゅうぎゅう絞って）
⑤こしたしそ液に砂糖 100ｇを入れ溶かす
⑥⑤が溶けたら 60ｍｌの酢（レモンでもよい）を入れる
⑦水や炭酸水で割る
● お問い合わせは下記まで

①②元気な赤紫蘇を買ってきたら、洗って
葉だけにして計量です

③④だんだんかさが減ってきます。色も抜
けてクタッとしてきたら

⑤⑥濾して砂糖と酢を入れます。鮮やかな
色になります。爽やかな一杯をどうぞ！
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こたえは中面をご覧ください・・・

佐藤のコラム

変なこだわりで自分で作ってしまう変人。食
べ物にうるさい長女を含め、皆「おいしい」
毎年、６月にマルナカグループ全体の社員 と言っていたのでひと安心。
旅行があります。が、私の場合は２年に一度。 翌日の長女の修学旅行の準備でアイロンが
なぜなら子供たちのお世話係が必要で、カミ け。朝の３時半に起きて朝食の準備。長女を
さんと交代参加だから。今年は私が主夫の番。 叩き起こし、５時の集合には間に合いました。
その後は息子達ふたりとプール。しかも３時
休みを兼ねて休息と言いますか。
ところが意外とタイトなスケジュールに普 間半も。タフなやつら。
めまぐるしい２日間でしたが、なかなか主
段の仕事より疲れたような。朝は子供達を送
夫もセンス良いと自画自賛。たまにだからで
り出し、近くの現場へ。（結局仕事が気にな
る性格）午後から洗濯、夕食の買い出し、子 きることで、毎日やってるカミさんに感謝か
な・・・。
供達のお迎えとやることが山のよう。

「 たまには主夫？」

Do You Like It?
Jukankobo
Marunaka
0120-940-869

Leave It to us!
Jukankobo
Marunaka
045-545-9211
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For the latest refurbished case report

中古のマンションを購入してのリフォーム。
グレートーンのアクセントクロスを取り入れて、空間にメリハリをつけました。
制約も多いマンションリフォームですが、ほんの少しの壁移動でゆったりと使いやすい LDK と浴室・洗面室に。

夕食は子供達にリクエストを聞き「ハンバ
ーグ」。べたな感じと思いつつ支度をしてい
て気付いた。そう言えば自分で作ったことが
無かった。雰囲気で作ってみるとそこそこう
まくいった。市販のソースを使えばいいのに

日々出会う色んなコト。感じたコト。大好きなモノ。
等身大で綴ります。

「横田家恒例の弾丸旅 ～北陸編～
」 スポット巡りをしました。お城好きの
いつも住環生活を楽しみにしていただ

きありがとうございます。早いもので今
年ももう折り返し。ついこの間４０歳に
なったかと思ったら、あと２ヶ月もすれ
ば４１歳。とても月日が早く感じます。
昨年に続き、我が家の恒例となったＧ
Ｗ弾丸旅行。今年は金沢に行ってきまし
た。車でも５，６時間で行けるのですね
～。昨年は車中泊の日帰り旅でしたが、
流石に観光スポットがたくさんあります
ので１泊しての北陸編。実は昨年も社員
旅行で金沢を訪れたのですが、初日自由
行動は何故か日本海でマリンスポーツを
楽しみました・・・。
なので今回はツアー旅行のような観光

息子、娘、私が楽しみにしていた金沢
城。天守こそありませんが、加賀百万
石前田家の気持ちを味わえました。
そして、前田利家を祀っている尾山
神社。こちらの神門を一度見てみたく
てやっと願いが叶いました。北陸は雷
が多いと言われ、屋根には避雷針が設
置されています。神門に避雷針？？こ
の避雷針は日本最古と言われているそ
うです。
まだまだたくさん書きたいことがあ
りますが、今度お会いした時の話題に
残しておきましょう。来年はどこに弾
丸旅行いくのかな～！！

開放できる引き戸を採用
して、普段はリビングと
一体空間。来客時などは、
閉め切って個室ににも。

金沢城
壮大だな～

設備も老
朽化と古
さが目立
ちました。

明治期に建てら
れた疑洋風建築。
尾山神社 神門。

⑥ゴルフ編
久しぶりの
My GOLF bag.

こんにちは！プランナーの荻原です。今回はゴルフです！
昨年位から息子もゴルフを始めたので、私もそろそろ復帰しないと家族
に置いて行かれそうかなと思い、主人と息子を誘い十何年かぶりに打ちっ
放しに行って来ました。
ナイターも結構綺麗です！
３人一緒ですとなかなか時間が合わず、日曜日の 21 時から『横浜スポー
ツマンクラブ』に決定！各々ゴルフバックを担ぎ（私は 2 本位しか使わな
いのになぁとちょっと不満）、２階の打席を２つ確保。取り敢えず 50 球カ
●難易度
ゴに入れてもらい７-Ｉでスタートです。
●続けたい度
あれっ？ボールと自分の間ってこの位だっけ？クラブの握り方はこんな
●おすすめ度
感じだったよなぁ…。その内主人が教えてくれるだろうと何となく打ち始
本人の主観により、おぎはらマックス(愛犬)
めました。久しぶりの割に何球かは前に飛びましたが、何球かは真下へ転
のお顔ポイントで評価しています。
がっていきました…（1 階で打っていた人スミマセン(>_<)）でも 50 球が
終わろうというのに、主人は息子ばかりで私には全然助言がありません。
「○君ばっかりズルい！」と文句を言ったら、すぐに来て握り方・フォー
ムを一気に説明し、また息子の方へ…。仕方がないかと諦め、さらに 50 球
教わった通りに頑張りました。最初の 50 球は無駄だったなぁと思いながら 全国に 5 世帯以下の珍名です。由来には
諸説あるようですね。現山梨県である甲
ご指導の成果か良い感じに飛ぶ様になったのでご機嫌で帰れました。
歳をとっても楽しめる趣味として、細く長く続けてみることと致します。 斐国巨摩郡薬袋村が起源。薬袋と同じル
ーツの名字です。
*いつもお読みいただきありがとうございます。ぜひご意見・ご感想をお聞かせ下さい。

隣りあう和室の床の間スペ
ースを洗面室に取り入れて
壁を移動することで、お風呂
も以前より広くなりました。
ゆとりのある水廻りで家事
もしやすく。

押入れはそのままサイズで残し、
物の出し入れがしやすい天井ま
での３枚引き戸に変更。壁と一体
化してすっきりと。布団などのか
さばるものも収納できる。

間仕切り壁で独立し
ていた和室。

和室を仕切る壁をなくし、リ
ビングへのドアの位置を廊下
側に移動しただけで、空間の
広がりがアップしました。

武田信玄が薬の袋を落とした時、これを届け
出た村人に、信玄が「中を見たか」と聞くと
「見ない」と答えたことに由来し、「薬袋」
で「みない」と読むようになったとか。別の
説では、長寿村のため誰も薬すら飲まず、「薬
袋をみない」から名字になったとも言われて
います。山梨県には日本一になった有名な長
寿村もあり、もっともらしい説ですね。
*ＤＭご不要の場合は、お手数ですがご連絡くださいませ。

随所にアクセントク
ロスを取り入れて、空 ごく一般的な
間に変化をつけまし 居室だった書
た。同系色のクロスで 斎部屋も、男
コーディネートする 性的な印象の
クロスでガラ
ことで、スッキリした リと印象が変
印象ながら個性的に。 わりました。

