マヨネーズを加えて揉むと鶏むね肉が柔らかくなるの～♪

鶏むね肉だから家計に
やさしいわ～♪

耐熱容器に醤油・砂糖・酢・水を
入れ、600W のレンジで１分 30
秒加熱後、みじん切りにしたネギ
を入れて混ぜる。

・鶏むね肉
・油 適量

一口大に切った鶏むね肉をボウル
に入れ、酒・砂糖・塩・マヨネーズ
を加えて揉み込み、10 分置いてか
ら、片栗粉を全体に混ぜ１分置く。

ステップ２を油でこんがり揚
げ、ステップ 1 のタレを上か
らかけたら完成～！

600g（約 2 枚） ・酒 大 1 ・砂糖 小 1 ・塩 小 1/4 ・マヨネーズ 大 1 ・片栗粉 大 6
【タレ： 醤油 大 3 ・砂糖 大 2 と 1/2 ・酢 大 1 ・水 大 1/2 ・白ネギ 15 ㎝程度】

パソコンのキーボードでローマ字入力していた
坂本さん。あるキーが一つ壊れてしまい、全く
作業ができません。どのキーが壊れたのかな？

を電オ
・話レ
・
がオ
レ
あ詐
っ欺
て
もや
還
冷付
静金
な詐
判欺
断の

光
治
か
い
・
・
？
と
焦
ら
ず

官製はがきにクイズの答えを書いて、住所・氏名・連絡先
を記入し、下記の切り取り線部分 10 枚を貼って送ってく
ださい。ダイカンへのコメントも書き添えてくださいね★
クイズに正解した方にはプレゼントをお送り致します！

忙しい現代人の特につらい
夏バテ感に！

8 月 25 日まで必着
《先月の答え：ドーナツ》

工事を終了された
みなさまへ

※プレゼント商品は欠品等により予期なく変更する場合もございます

～アフターケアもしっかり対応致します！～
工事終了後、不具合や何か困った事はございませんか？作業後に何かお気づきの点や不具
合が生じた場合には、フリーダイヤル 0120－056－451 迄、お気軽にご連絡下さい。スタッ
フがすぐに対応させて頂きます。

安心で便利な分割払いなら！リフォームローン

お気軽にお問い合わせ下さい。

Ⅴoｌ．1５1

だより

今年も真夏がやってきました！猛暑が続き、体力もダウンしがちなこの季
節。暑さに負けず、この夏を乗り切るには体力作りが大切です。そこでオス
スメするのがウォーキング！身体に負担なく続けられるウォーキングは、主
に「自律神経を整える」「汗をかき体温の調整機能を高める」「血流をアッ
プさせる」効果があります。無理をしないウォーキングで、コツコツ健康を
維持しましょう！

快適に
歩ける！

紫外線は8月頃にピークを迎えます。紫外線を
浴びすぎると、免疫力が低下したり、シミ・
シワなど美容にもよくありません。日焼け止
め・UVカットの衣類・サングラスを使い、紫
外線予防を心がけましょう。また、紫外線が
一番多い時間帯は、10時～15時頃となりま
す。早朝か、夕方のウォーキングが好ましい
です。

毎年気温が上昇傾向にあり、熱中症への注意
が必要になります。熱中症を防ぐために、「喉
が乾いてなくても10分に1回水分補給をす
る」・「体感が涼しく、汗を気化して爽やか
に保ち、速乾性のある素材の衣類を着る」・
「頭部を保護し、首の後ろにも日陰を作って
くれる、ツバ広の帽子をかぶる」・「12時〜
16時頃を避け、10時前、18時以降の時間帯
に行う」これらのことに気をつけて行いまし
ょう。

速度は、話しながら歩けるスピードから少し
汗ばむ程度で行いましょう。ウォーキングの
時間は、２０分以上続けると脂肪燃焼につな
がります。朝10分、夜10分と分けて歩いて
も大丈夫です。オススメのコースは、土の路
面や木陰です。特に木陰は、樹木から放出さ
れる水分で快適にウォーキングを楽しめま
す。

8月に入り、本格的な暑さがやってきました！夏休みで家にいることも多
くなるこの季節こそ、暑さを気にせず快適に家で過ごしたいですよね。そ
こで、より涼しく過ごせるエクステリアをご紹介します！

テラス屋根が室内温度の上昇 を 防ぐ！
テラス屋根は一つで何役も使える便利なエク
ステリアなんです！夏に嬉しい効果といえ
ば、熱線遮断効果。夏の日差しが窓から入り、
冷房の効きが悪いと感じたことはありません
か？熱線遮断の屋根素材にすれば、熱線を約
20%〜30%カットし、冷房効率を高めてく
れます！室内を涼しく保つことによって、節
電効果もありとてもお得ですよね！

こんなにたくさん！テラス屋根のメリット
メリット.1

メリット.２

メリット.４

メリット.３

雨でも
洗濯物が
濡れにくい

家具の
色褪せを
抑える

憩いの
空間を
演出

バックヤード
の雨除け
にも

テラス屋根が雨から洗濯物
を守ってくれるので、外出
中の急な雨にも安心！いつ
でも外干しが可能になり、
室内スペースも広々。

屋根材のポリカーボネート
を使用すれば、紫外線をほ
ぼ100％カットしてくれる
ので、カーペットや畳の色
あせを抑えてくれます。

リビングの前のお庭にテラ
ス屋根を取り付けると、夏
でも木陰で家族や友人と憩
いの場として活用できま
す。

勝手口の雨除けとしても、
テラス屋根は大活躍！ゴ
ミ仮置き場などのスペー
スとしてバッグヤードを
有効活用できます。

テラスには、種類がいろいろ！好みの屋根を見つけよう！
ポリカーボネート屋根

も っ とも 一 般的 なテ
ラ ス です 。 ガラ スの
200倍もの耐衝撃強
度を持ち、紫外線をほ
ぼ 100% カ ッ ト し ま
す。その他、「熱線吸
収」「防汚機能」をプ
ラ ス した 素 材が あり
ます。夏を涼しく快適
に過ごせます！

オーニング

バルコニー囲い

必要な時は伸ばし、使
わな い時 は 収納 が出
来る とこ ろ がオ ーニ
ング の魅 力 です 。ま
た、様々なカラーがあ
り、オシャレな外観を
演出 する こ とが でき
ます。
全面 パネ ル で囲 われ
ているため、強風や花
粉な どか ら 洗濯 物を
しっ かり と 守っ てく
れます。前面と側面の
開き部分は、引違い窓
やFIX窓、出入口用の
ドア など 自 由に 選ぶ
ことができ、換気もし
っかりできます！

テラス屋根をご検討の方は、お気軽にご相談ください！住居に合うものをご提案いたします！

手足を冷やすのが効果的!?
「深部体温」という言葉をご存知ですか？臓器の温度のことをいい、普段から皮
膚温度よりも1度ほど高い状態にあります。気温が高すぎると体内に熱がこもり
ます。身体の表面の温度を冷やして涼しく感じても、深部体温は高温のままの可
能性があります。さらに、保冷剤で脇の下などの大きな血管を直接冷やすと、脳
が急速な温度の変化を感知し、これ以上体温を下げないようにする機能が働いて
しまうこともあります。深部温度まできちんと冷やすには、手や足などの脳から
遠い部分を10～15℃ほどの温度でゆっくり冷やすのがポイントです！

ハッカ油で
お風呂上がり爽快！
お風呂に入ってさっぱり汗を流したのに、その後の暑さでまた
汗をかいてしまった経験はありませんか？そんな時は、ハッカ
油をお湯に２.３滴垂らして浸かれば、身体がスースーしてとて
も気持ちがいいです！さらに、虫除け効果もあるので、夏には
嬉しいアイテム。是非お試しください！

夏野菜を食べて
「涼」をとろう！
暑い時期に採れる野菜には身体を冷やす効果があるのをご存知ですか？
夏野菜はカリウムと水分を豊富に含み、利尿作用があります。尿は熱も一
緒に出してくれるため、体温を下げる効果があるんです。代表的な食材は、
スイカやナス、ゴーヤ、なかでもとくにカリウムが多いのはキュウリです。
これらの食材を上手に取り入れて、美味しく涼しく夏を過ごしましょう！

青系のインテリアで
涼やかな空間を！
寒色は、暖色にくらべると、体感温度が３℃前後涼しく感じるという効果
が期待されています。面積が大きいほど効果が高まります。カーテンや、
ソファーカバーなど手軽に交換できるアイテムを青色にチェンジしてみる
のをオススメします！青色が爽やかで涼しい空間を演出してくれます！

風の通りを工夫
しよう!
外の風が少ない時、扇風機を外にむけて対角の窓を開けると、風の通り
道ができ、風が入るようになります。窓が１つしかない場合は、ドアを
開けて必ず二箇所以上の開放口を確保しましょう！風が入る窓が大き
く、出ていく窓が小さいと風が部屋の中を走るスピードが増します。窓
を開ける幅を工夫するなどして、風量を調整しましょう！

