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浴室の基本 

友人から子供の子守を頼まれましたが、「帰りたい」と泣 

きやまずお手上げ状態、その時どんな事をしますか？ 

▲作り方 
1. 大根は皮をむいて４㎝長さのせん切りにし、塩 
(分量外) をふってしばらくおき、しんなりしたら水洗い 
して水気を絞る。豚肉は１㎝幅に切り、サラダ油で炒 
めて(Ａ)をからめる。ねぎは斜め薄切りにし、水に放っ 
てパリッとさせる。 
2. 皿にサラダ菜を敷き、大根を盛り、上に豚肉をの 
せてねぎ、から煎りした松の実を散らす。 
3. 食べる前に (Ｂ) の混ぜたものと熱々に熱したご 
ま油をかける。 

心理テスト 

・大根 1/3 本・豚肉(薄切り) 150ｇ・サラ 
ダ油 大さじ１・ねぎ 1/2 本・サラダ菜４枚・松の 
実 大さじ１・ごま油 大さじ２ 
(A)・しょうゆ 小さじ２・酒 小さじ２ ・塩 こしょう 
少々 
(B)・うすくちしょうゆ 大さじ１・酢 大さじ２・一味 
唐辛子 小さじ 1/3 

● 診断 ● 

Body＆健康 

2007 年 2 月号 

足裏ガサガサのケアもかねて入浴後に 
クリームを塗ってマッサージしましょう。 

3 3 分 分間 間足 足裏 裏マ マッ ッサ サー ージ ジ 

大根と豚肉のおかずサラダ 

風水では、お風呂は体に溜まった悪い気を流す場所 
となっています。 

浴室に残り湯を溜めるのは悪い気を吸った水を溜 
めることになるので、家の中に良くない陰の気が回 
り、家の運気を落としてしまいます。 

出来れば流すほうが良いのですが、無理な場合はし 
っかりと湯船のふたを閉めましょう。清潔にする事は 
もちろん、電気も明るくし、グリーンを置くと更に運 
気はUPします。 

ある本に、収納したらそれは使わないモノ…とあり 
ました。なんだか妙に納得してしまいました。 

なかなか片付かないのは、モノがあふれているから 
だというのは良～く分っているのだけれど…という 
方にこんな方法はどうでしょう。 

１日の中で捨てる為だけの時間を10分作り「今日は 
下駄箱の上だけ」と時間と場所を区切れば、プレッシ 
ャーもなく取り組め、習慣がつきそうですね。 

角質は弱い部分を守ろうとしている 
ので、やすり等を使う場合は、乾い 
た状態で一定方向に 10 回こする程 
度で、その後乳液などで保湿。 
毎日のケアはマッサージが効果的 
です。 

■ むくみ・老廃物の解消 
★印からスタートして下にずらしながら親指 
の位置（膀胱）まで押していきます。次にくる 
ぶしの周りを親指の腹を使い、円を描くよ 
う、気持ちよい程度に押します。 

C.…「まま」は信頼できる人の象徴。あなたは身近な 
人、友人や家族の言う事はうのみにしてしまいます。 
許せる範囲の事なら寛大に対処しましょう。 

D.…子供番組は仲間意識を表しています。集団的なウ 
ソにだまされやすいタイプ。○○さんやみんながやって 
る…という誘い話には注意ですよ。 

A.…甘いお菓子は誘惑の象徴、あなたは儲け話や悪 
徳商法にだまされやすいタイプ、注意しましょう。 
また安い値段にだまされ後悔しないように！ 

B.…ぬいぐるみは好意を寄せている異性の象徴。あ 
なたは好きな異性にだまされやすいタイプ。おかし 
いな?と思ったら経験豊富な友人に相談です。 

材料 

A. お菓子をあげる 
B. ぬいぐるみであやす 
C.「ママはすぐ来るから」と言う 
D. テレビの子供番組を見せる 

■ 冷え症・便秘を解消 
かかと全体に格子状のラインを描くよう、 
まんべんなく親指でマッサージ。冷え性 
に効きます。便秘には★印からコの字型 
に、しこりやジョリジョリ感を押し出すよう 
に軽く押します。 

快適ライフ 

簡単風水 

2 月の 
レシピ 

One 
Point 

あずかった子供はあなた 
の中の純粋な自分、どん 
な嘘にだまされやすいか 

わかるんじゃ！ 

明るくね！ 

捨てる捨てる！ 

炒めた豚肉をのせて 
大根をたっぷりいただ 
きます 

暖かいお茶などが入って 
いたペットボトル（オレン 
ジ色の蓋）に 60℃くらい 
のお湯を入れ足の裏で 
コロコロと転がすだけで 
も OK。 

今日は机の 
引き出しだけ 

10分ね！ 

■ 簡単マッサージ 

★ ★ 

e e c c o o s s t t y y l l e e



2 月 3 日は節分。今年の恵方は北北西です！ 

「節分」は立春・立夏・立秋・立冬の前日のこと。 

立春の前日ということはつまり、冬の終わりの日で 

あり、新たな春を迎えるために、邪気を祓い、福を 

招く必要があるとされ「豆まき」をして家の中の厄 

を祓うのです。 

豆まきをしよう！ 

豆まきは昔、鞍馬の山奥に鬼がいて、毘沙門 

天が「三石三斗の豆で鬼の目を打て」と教え、 

鬼の目＝魔目、豆は「魔目」に通じるという 

ことから豆まきが始まったとされています。 

全ての厄を鬼に見立てて「魔滅」や、「豆に 

暮らせる」との意味もあります。 

年男あるいは一家の主人が「福は内、 鬼は外」 

といいながら煎った大豆をまき、みんな自分 

の年の数だけ豆を食べます。 

地域や神社によっては「鬼は内」など違った 

掛け声をするところもあります。 

恵方巻を食べよう！ 

恵方巻とは節分に食べる太巻き寿司のこと。 

節分の夜にその年の恵方に向かって目を閉じて願 

い事を思い浮かべながら丸かぶりします。食べてい 

る間は無言でいなければなりません。 

商売繁盛、無病息災、願い事が叶う、その年の幸運 

が訪れる、厄落としなどの意味を持っています。 

住 住 住宅 宅 宅用 用 用火 火 火災 災 災警 警 警報 報 報器 器 器 
住宅火災の早期発見のために！ 

消防法で義務付けられました！！ 

消防法が改定され、すべての住宅に警報機設置が義務付けられました。 

新築住宅は平成 18 年 6 月 1 日から 

既存住宅は平成 20 年 6 月を目標に 

遅くとも平成 23 年 6 月までに 

戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災報知設備 

やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。 

どこに設置したらいいの？？ 

寝室 

普段の就寝に使われる部屋に設置 

します。 

子供や老人の居室等も、就寝に使わ 

れている場合は対象となります。 

階段 

寝室が 2 階以上にある場合、寝室が 

ある階の階段に設置します。 

必ず設置 

階段 

3 階建て以上の場合、寝室がある階か 

ら 2 つ下の階の階段に設置します。 

寝室が１F のみにある場合は、居室の 

ある最上階の階段に設置します。 

廊下 

寝室を除く居室が 5 以上ある階の廊 

下に設置します。 

条件により設置 市町村条例で 

決定 

台所・その他居室 

市町村条例で設置が 

義務付けられている 

部屋に設置します。 

どういう商品があるの？？ 
煙式タイプ 

火災による煙を感知すると、 

警報ブザーと光で知らせます。 

天井取付タイプ 

トステム GATY404 

※日常の喫煙で作動する事はありません 

が、火災報知器に直接煙をかけるような 

事があれば作動する場合があります。 

室内温度が 60℃以上に 

なると、警報ブザーで知 

らせます。

天井取付タイプ 

トステム GATY405 

熱式タイプ 

まずは資料のご請求から・・・ 

0120－８５６－８５８ 
Ｅメール homewell_soka@realwood.co.jp 

※火災警報器には壁つけタイプもあります。 ご注意ください！！ 

・ 消防職員等が訪問販売することはありません。 

・ 消防署等では販売しません。 

・ 業者による点検の義務はありません。 

火災警報器は正しい位置に 

取り付けましょう！ 

暦の上では春とはいえ、まだまだ寒い日が続いておりますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 

早いもので年が明けてもう１ヶ月が過ぎようとしています。 

1月はホームウェルＳＯＫＡ初の建替え物件のお引渡しがありました。 

いろいろとありましたが無事にお客様に満足していただけるお住まいをお引渡しすることができました。 

これに引き続き、今後もより一層頑張ってまいります。何かございましたら遠慮なくご相談ください。 

eco style のご意見・ご要望もお待ちしております。 

次回は２月２７日発送予定です。お楽しみに！ 

ひたちなか市 Ｓ様邸 
・2Ｆキッチン取付工事 

納戸として使われていた２階 

の１室がキッチンに生まれ変 

わりました。 

草加市 Ｍ様邸 
・新築建替え工事 

古く使い勝手が悪くなった 

家を建替え、居心地のいいす 

みやすい家に。


