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じっとり
暑い夏こそ入浴!!

気温も湿度も上がり、体調を崩しやすい時期。シャワーで済ませず
毎日湯船に浸かる習慣を。夏の入浴こそ心身を健やかに保つ近道!!

不調を和らげる
入浴のメリット

夏の不調

●血流促進
皮膚の毛細血管が広がり、
血液の流れがスムーズに。
体の冷えはもちろん、肩こりや
むくみも軽減。

●エアコンによる冷えと乾燥
体の冷えは血液の流れを悪くして、
だるさや疲労感、肩こり、むくみなど
さまざまな症状の引き金となります。
またエアコンの風は肌の乾燥を招き、
美肌の大敵。

●新陳代謝アップ
代謝が活発になり、デトックス、
疲労回復、美肌作用、ダイエット
に最適。

●ストレスが招く自律神経の乱れ
外気と室内との急激な温度差や
熱帯夜による不眠など思った以上に
ストレスが溜まっています。体の機能
をコントロールする自律神経のバラ
ンスが崩れ、あらゆる不調を招く
要因に。

●心身をリラックス
水の浮力で、疲れた筋肉や全身
の緊張を解放。

※自律神経には、心身を緊張、興奮
させる交感神経と心身をリラックス
させる副交感神経があります。

●ストレス緩和
副交感神経が優位に作用し、
心身が安定。

おすすめ夏の入浴法
・38～40℃のぬるま湯で半身浴。
・バスソルト(天然塩)にエッセンシャルピュアオイルを数滴垂らし、
湯船に入れてかき混ぜる。
・浴室の電気を消して、アロマキャンドルや市販のバスライトを用いて
いつもと違う空間で癒し度アップ。

～最上級のバスルームで
最上級のリラックス～
「湯を、愉しむ。時を、味わう。」
そんなお風呂を愛する国のバスルームと
して好評の最上級システムバスルーム
「スパージュ」なら、夏の様々な不調を
解消するリラックスバスタイムにぴったりです。

今年は世界的に異常気象が起きているらしいですね。地球温暖化の影響なのでしょうか。
日本も暮らしにくくなって来ました。四季が二季になりそうですし、雨の降り方も昔とはずいぶん
変わったように思います。
８月といえば夏休み。子どもの頃は夕方になると夕立が降って慌てて雨やどりなどしたものですが、
最近はあまり夕立も降らなくなりました。只々ひたすら暑いだけというのはちょっとつらいですね。
夕涼みという言葉が死語になるかも(笑)
電気代の節約の為に、エアコンをつけずに扇風機でガマンしていたのが、今年は病院代の節約の為
にもエアコンをつけてます(笑)健康第一です。無理せず快適に過ごしましょう！！
でもあまり電気を使いすぎるのも地球温暖化につながりますね。ドラえもん何とかして～(笑)

お知らせ
当スタジオを無料貸出しています!
☆パン教室・料理教室
☆フラワーアレンジメント
☆書道・絵画・クラフト・工作
☆趣味・教養
☆手芸・アクセサリー
☆その他の教室・セミナー 等

アクアフィール
[肩湯]

今月号の問題

<？に入る文字は>
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？には同じ
漢字が入ります。
？に入る漢字は
何でしょう。

？
正解は次号又は、待ちきれない方は
当社ホームページをご覧ください。

0120-967- 008
豊富な知識 と 質の高い技術管理 と 提案力

リフォーム
専門店
やわらかな湯の流れが、
首から肩をなで、気持ち
までも解きほぐす

おとなの 脳トレドリル

！

ンジ
チャレ

詳しくは当社までお問合せ下さい！

ペパーミント、レモン
ラベンダー
イランイラン
ユーカリ、ティートリー

スパージュ

笑 福 コ ラ ム ＾＾
皆さんこんにちは。７月から猛暑が続いていますが、お変わりございませんか？

リフォーム
言うたら

【オススメ商品】

生活のなかで、なんとなく使っているものの名前でも、意味が曖昧なものってありますね。
たとえば、
「おにぎり」
と
「おむすび」の違いが何か分かりますか？
「おにぎり」はどんな形でも
飯を握ったもの。
「おむすび」は三角形に握ったものに限ってそう言うそうです。
ならば、
「クッキー」
と
「ビスケット」の違いは？「クッキー」は糖分と脂肪分を合わせて40％以上
含む焼き菓子で、それ以下のものが「ビスケット」
というくくりがあるようです。
「ソーセージ」
と
「ウインナー」の違いはというと、
「ソーセージ」は塩漬けした肉を
練り、調味して羊の腸などに詰めて乾燥、ボイルもしくは燻製にしたもので、
「ウインナー」はソーセージの一種で、豚肉と牛肉の塩漬けにしたひき肉等に
香辛料を加えて練りあわせたものを言うそうです。知ってみると面白いですね！

やで！

・体感温度を下げる
・・・
・心身を落ち着かせ安眠へ導く ・・・
・ストレス解消、ポジティブな気分に ・・・
・殺菌、消毒、カビ予防に最適
・・・

おにぎりとおむすびの違いって？

リオール

<夏に最適な100％天然の精油>

トピックス

）

快適バスタイムでリフレッシュ

イマドキ

株式会社TEL:072-440-0151
リオール

【本 社】
【スタジオ】
大阪府岸和田市箕土路町2-13-26
大阪府岸和田市池尻町106-9
電話072-440-5511
FAX072-444-7991 電話072-440-0151 FAX072-440-0152
R E AI

・詳しいことはお問合せ下さい

リオール

検索

日曜・祝日は当社カレンダーにより
営業しています(年末年始は除く)
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水だしでおウチカフェを楽しんでみませんか？

ゴーヤの肉詰め

粉や茶葉を簡単に分けられ
る水だし専用のポットもある
のでぜひチェックしてみて♪

もっと甘みを楽しみたいなら、氷だ
しもおすすめ。氷だしの方が、エピ
ガロカテキンが多く抽出されるそう
です。急須などに茶葉 ｇほど入れ
ます。そこへ、 ミリリットルくら
いの水と氷をたっぷり入れてしばら
く待ちます。氷が少し溶けて水の量
が増えてきたらグラスに注いで召し
上がれ♪氷が残ったら、溶けるまで
数回楽しむも良し。また少し水を足
して楽しむも良しです。
どれも、最後まで美味しく楽しむ
には、できあがりの当日に飲みきる
ことをおすすめします。

いつものコーヒーやお茶を水でゆっくり抽出してみると︑
また違った味わいが︒ぜひ︑試してみてください︒
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バッグを使ってみては？水１リット
ルに対して４～５個のティーバッグ
を入れ、軽く振ったのち、常温で３
時間程度置けば完成します。
また、生のミントを少しちぎって
一緒に入れ、水だしすると、すっき
りとした味わいが楽しめます♪そこ
に、はちみつやシロップなどを加え
ても良いですね。
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●緑茶の水だし
茶葉 ～ ｇをガラスのポットなど
に入れます。そこに、水１リットル
を注いで、軽く振ったのち、冷蔵庫
で６～８時間置けばできあがり！

鶏がらスープの
うま味がゴーヤの
苦みを和らげます♪
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ゴーヤ
1.5本(300g)
豚ひき肉
150g
Ａねぎのみじん切り 10g
Ａしょうがみじん切り 5ｇ
Ａしょうゆ
小1
Ａごま油
大1/2
Ａ鶏がらスープ
小1/2
Ａしお
小1/4
片栗粉
適量
水
1cup
鶏がらスープ
小2
サラダ油
大1

【作り方】
①ゴーヤは両端を切り落とし、２cm幅の輪切りにして、
種とワタをくり抜く。
②ボウルにひき肉、Ａを入れて混ぜ合わせる。
③①のゴーヤのくり抜いた内側に片栗粉をまぶし、
②を詰める。
④鍋に油を熱し、③を並べ両面を焼く。焼き色が
ついたら水、鶏がらスープを加え、ゴーヤが
やわらかくなり水分がなくなるまで弱火で煮る。

豆や茶葉の量は濃さや
味わいによって調節して
くださいね

材料（2人分)

●避難の妨げにならないように、軽くコンパクトにまとめましょう。
●自分や家族の状況に応じて必要なものを選びましょう。
●自分に必要なものの優先順位を決めて準備しましょう。
●定期的に中身をチェックしましょう。

非常時持ち出し品・備蓄品
チェックリスト

日本赤十字社ＨＰより引用

数か月に１度は、賞味期限や消費期限など備蓄品の見直しも忘れずに！！

綺麗のたね

●非常持ち出し品は、両手が使えるリュックタイプの袋などに
災害が多くなっていますね・・・
まとめておきましょう。
何か起こるその前に準備をしましょう!!
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いろんな水だしを
お茶やコーヒーを飲むとき、お湯
つくってみましょう
を沸かして ……
というのは一般的
ですが、今、水でゆっくりと抽出 ●コーヒーの水だし
する水だしが人気です。
初心者の人は酸味が少なく、えぐ
水だしでさわやかなおウチカフェ
みなども出にくい中挽きで深煎り
を楽しみましょう。
の豆を使い、常温の軟水で淹れる
味わいも効能も違う
のがおすすめ。日本の水道水はほ
水だしの魅力
とんど軟水なので、水道水でも構
いません。そこからいろいろお好
水だしの最大の特徴は、渋みや苦
みを試してみてください。
みが抑えられること。コーヒーや
ペーパードリップ用に挽いた豆
紅茶はすっきりとした味わいにな
の粉 ～100ｇを、茶葉などを
り、緑茶はまろやかな甘みが楽し
入れる専用のパックに入れ、ガラ
めます。特に、緑茶は免疫力を高
スのポットなどに入れます。そこ
めるエピガロカテキンや美容に良
に、１リットルの水を注ぎ、常温
いといわれているビタミンＣ、紅
のまま、 分～１時間ほど置いた
茶もビタミンＢ、Ｃも抽出。また、
のち、冷蔵庫で６～８時間ほど置
水だしの紅茶や緑茶には、抗酸化
けば完成！夜のうちにセットすれ
作用を持ち、リラックス効果が期
ば朝にはおいしく飲めますよ！
待できるテアニンも多く抽出され
●紅茶の水だし
るそうです。
お好みの茶葉 ～ ｇをガラスの
ポットなどに入れ、水を１リット
ル注ぎます。３時間～半日、常温
に置き、茶葉を濾せば完成です。
茶葉と水を入れてからすぐ冷蔵庫
で抽出してもＯＫ。その場合は４
～８時間置くと良いですよ。もっ
とお手軽に、というなら、ティー

リオールだより

カフェインも熱湯で淹れ
るより少なくなるので、
体にもやさしいです
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