★たのしい毎日をおくる・生活おたすけ情報誌★

インテリアをもっと素敵にしたい・・と思っていても、模様替えをするとな
ると尻込みしてしまいませんか?大きい空間だと、取り掛かるのに躊躇し
てしまいます。そこで、まずは小さい空間からとりかかってみてはいかが
でしょうか?小さい空間と言えば、「玄関」や「トイレ」。狭い空間なので取
り掛かりやすく、あまりお金を掛けずにイメージを変えられます！

玄関まずは、整理整頓！玄関を見れば

トイレこちらも常に清潔を心がけた

その家が分かる、と言われる様に正に家の

い場所です。トイレマット、便座カバー、

顔。いつもきれいにしておきたいものです。

ペーパーホルダー、スリッパなどを同系統

玄関に置くインテリアとしては、玄関マッ

の色で統一するとすっきりします。グリー

ト、下駄箱、傘立て、スリッパ立てなどが

ン、ピンク、パステルイエローなどの明る

あります。「どんなイメージにしよう?」と

い色合いが良いですね。また、トイレの収

迷った時は、通信販売のカタログなどを見

納を増やしたい時には

てみてはいかがでしょうか？かわいいイメ

利！壁の上部に取り付ければＯＫ。とって

ージのものから高級感のあるものまでたく

も手軽です。玄関同様花や観葉植物を飾る

さんの商品が掲載されているので参考にな

のも良いですね。「でも飾るスペースがな

ります。また、季節の花や観葉植物を飾る

い」という方にオススメなのが花の写真。

のも良いですね。花瓶は花を生けない時に

何枚かの写真を、デザインや色が同じフォ

は片付けましょう。玄関でのＮＧ・・・靴・

トフレームにいれて段差をつけて壁に飾り

傘のだしっぱなし。使わない靴は下駄箱に

ます。段差をつけることによって、変化が

しまいましょう。

出ておしゃれな感じになりますよ！

つっぱり棒が便

紫

青

赤

精神と肉体のバランスをはかり、エ

出世を望む男性に

仕事運をパワーアップしたい人に力を貸

ネルギーをポジティブに浄化してくれ

おすすめの色！スト

してくれます。赤は代謝を促す力もあり、

る色。中枢神経を刺激し、精神安

レスを発散し、冷静

ダイエット中の人にもオススメです！冷え

定の効果もあります。また、高位の

さを増してくれる力が

性の解消にもなります。

象徴でもあります。

あります。

緑

女性には、薄めのグリーンがおす

黄

すめ。濃いグリーンは、女性の持

金運を呼び、楽しみを運んでく

つ気を吸い取られてしまい良い効

れる色です。他にも気持ちが明

果が出ないので注意。緑には、

るくなったり、人と喜びを分かち

病気を癒し、健康な体に導く働き

合えるような素直な気持ちにな
るという作用があります。また、

ピンク

知的能力を必要とするとき、例

愛と癒しの色。幸せを感じられる

えば考えをまとめたいときなどに

色です。人が許せない気分に追

も効果的です。

い込まれたとき、無条件に愛が
欲しいときに。また、若々しさももた
らしてくれます。

があります。

透明
透明な色は、心のバランスを整え、
不安や不満、イライラを静め人間関
係のゴタゴタをリセットする力を持って
います。

寒い冬はやっぱり
「快適なお風呂に入りたい！」ですね。
ＩＮＡＸ システムバスルーム
「プレシオ」
ただ単に身体を洗い、疲れを癒すた
めの空間から、窓の景色を眺めたり、
音楽を聞いたり、 家族でテレビを観
たりと、愉しみのいっぱい詰まった、
まるでリビングルームのような浴室
浴室テレビ
空間を実現した新世代システムバス
ルーム「プレシオ」

幻想的な明かりが癒しの
バスタイムを演出

プレシオは、光熱費ゼロで浴室の「温もり」をキープ
トリプル保温でお湯が冷めにくいから、好きな時に入浴できます。
保温 ：サーモバスフロフタ
保温 ：浴槽裏保温材
保温 ：防水パン保温材

サウンドシステムお湯につかってお気に入りの曲を楽しむ
浴室テレビバスルームがプライベートシアターに

お風呂の床が「冷ヤッ！」としません
浴室に一歩入ったときの足裏の“ヒヤッ”を解決。寒い日の一
番風呂も安心で快適です。電気・ガスなどのエネルギーも不要
です。

水溜りの形成を防ぎ排水するので、す
ばやく乾燥し、汚れ残りも少なくな
ります。目地はお手入れしやすいよう
に幅をひろげ、丸みをもたせました。

誰もが使いやすいケアフルバスルーム
年齢や性別、体格差などにかかわらず、誰もが初めて使う時から安心して気持ち良く、いつまで
も長く使えるカタチであることを大切に考えた、気配りデザインのバスルームです。
腰か けてから 入ろ う

またいで入ろ

床は、入口の段差を

とするときに、ふらつ

うとするとき

3mm 以下に抑えたバ

かず、安定した姿勢で

に、高すぎな

リアフリー設計で、

動作できるよう、幅広

い程良い高

子供からお年寄り

の移 乗スペー スを 設

さ。

まで家族みんなが

けています。

安心です。

こちらの商品について詳しく知りたい方は、当社までお気軽にお問い合わせ下さい。

今回のテーマ

「キレイは眠りで作られる！」
みなさんはきちんと睡眠がとれていますか？忙しい毎日でなかなかきちん
と睡眠をとれていないのが現状だと思います。睡眠不足によってお肌が
荒れたり、集中力が低下したという体験をされた方も多いでしょう。
そこで今回のテーマは「キレイは眠りで作られる！」です。
よく雑誌などで「遅くても１２時までには寝ましょう」と書かれて
いるのを目にします。それは、成長ホルモンの働きに関係がありま
す。成長ホルモンとは、健康な皮膚を作ったり、骨を丈夫にする、
また免疫システムの強化など若さと健康をキープするために活躍
してくれるホルモンです。この成長ホルモンが分泌されやすいのが、除波睡眠時
(最も深い睡眠の時)で人間の生体リズムから 10 時～12 時の間と言われています。
さらに夜中の 2 時までは分泌が盛んに行われます。ここできちんと眠って成長ホル
モンを分泌させておかないと、スムーズに肌の再生ができないのです。

♪

●就寝前にぬるめのお風呂に入る
ぬるめのお湯に入ることにより徐波睡眠を得やすくなります

♪

ただし、熱いお湯に浸かってしまうと交感神経が活発になり
寝つきが悪くなるのでご用心！

●くま＆むくみのケアは、血流改善が第一

目の下のくまにはホットタオルで目元を中心に温めましょ
う！ 血流がアップし、くまに効果があると言われています。
むくみには、ホットタオルと冷たいタオルを交互にあてるの
が効果的！

●スペシャルケアは朝に

就寝前に十分お手入れが出来なかった分、出かけるまでの時間を利
用してﾊﾟｯｸやマッサージを行えば、化粧ののりもよくなるはずです。

●夜遅くに深酒するのはダメ
→徐波睡眠を得にくくなり、翌朝顔がむくむ原因に・・・。

●メイクをしたままで寝るのはダメ
→吹き出物や毛穴の開きなどトラブルの元凶に・・・。

知ってるようで意外と知らない「奈良県」
のこと。色々調べてみました！

全国の統計で奈良県が一位のものをピックアップしました！
★ピアノ所有台数★
全国一位

★新聞頒布数★
全国一位

奈良県の千世帯当たりピア

（Ｈ16 年調査）

ノ所有台数は、３５９台。

奈良県の世帯当たり新

全国平均は、２５７台。

聞頒布部数 (部) は、

（Ｈ11 年調査）

１．４１。全国平均は

新聞頒布部数
全国一位かぁ。
新聞を何種類
かとっている
人が多いんだ
ね。

１．０６です。
ピアノ所有台
数全国一位！
家が広くて余
裕のある人が
多いからかし
ら?

★県外就業率★
全国一位

★千世帯当たり
ファックス普及率★

奈良県の県外就業率

全国一位

は、３０．８９％。全

（Ｈ11 年調査）

国平均は８．１１％。
（H12 年調査）

■毛筆・・・奈良は、品質の良い筆の産地として全国に知られています。
■墨・・・室町時代に興福寺の僧が天井にたまったススを集めて作ったの
が

奈良での墨づくりの始まり。現在全国の 9 割がつくられています。

■茶筌・・・こちらも、現在全国の 9 割がつくられています。
■大和茶・・・大和高原はすずしい気候で、雨の量、昼と夜の気温の違い、
霧がおこりやすいことなどがお茶をつくるのに適しています。今では、静
岡や宇治に負けない品質と生産量です。
■吉野葛・・・秋の七草の一つ「葛」の根に蓄えられたでんぷんから作ら
れます。昔は薬として使われていましたが、現在では、和菓子の貴重な原
料の 1 つになっています。

その他にも、和紙、わりばし、一刀彫、漆器、赤膚焼、奈良団扇、
木工品などの工芸品のほか、食品ではそうめんや奈良漬、工業製品
ではソックス、革靴、グローブ・ミット、貝ボタン、毛皮
などがあります。

次回は奈良県人に馴染みの深い、
「シカ」についてお話します。

なるほど！
やってみよう！

～洗濯編～
脱水が終わったら干す前に一度洗濯物
をたたんで、両手でパンパンとたたきま
す。これをやるだけで小じわが キレイに
とれて厚手の綿シャツなどもアイロンい

お風呂の残り湯を洗濯に使う。残り
湯といっても水の量は多いので節約
になりますね。
節 約は家計 にも地

らず！電気代の節約になります。

球にもやさしいね！

まさに一石二鳥♪

容量で節約
洗濯機に洗い物を入れすぎると、汚れの落ちが
悪いだけでなく電気の無駄遣いにつながり、非
意外に汚れている物干し竿。そのま

常に効率が悪くなります。逆に洗い物が少なす

ま使うと折角の洗濯物も汚れてしま

ぎても電気と水が余計に使われて、結果効率の

います。いらなくなった靴下やトレー

悪い洗濯となってしまいます。一番効率の良い

ナーの袖を輪切りにして、物干し竿

洗い方は、洗濯機の容量の約８０％あたりで洗

に通しておけば、いつでも簡単に物

濯をすることです。 効率の良い洗濯で衣類をキ

干し竿の掃除が出来ます。

レイに、そして電気代の節約を！

＜カブと油揚げの煮物＞
材料（4 人分）
・ カブ ４コ ・油揚げ ２枚
・ ほうれん草か小松菜 適量
・ カラシ お好み
煮汁－だし汁 1/2 カップ
酒・しょう油 各大さじ 1
作り方
1） かぶは茎を切り取って丸ごと皮をむき、
煮汁の材料を合わせて鍋に入れて、柔らか
くなるまで煮ます。
2）油揚げは湯通しして食べやすく切り、1）
の鍋に入れて 2～3 分煮ます。
3）ほうれん草はサッとゆでて 3～4cm 程度
の長さに切り、水気を絞ります。
4）かぶと油揚げを器に盛り、ほうれん草を
あしらって煮汁を少し器にはります。ほう
れん草は煮汁でさっと煮てもよいでしょ
う。お好みで辛子を添えていただきます。

★1 月の誕生石★
ガーネット（ざくろ石）
[貞操・真実・友愛・忠実]
ガーネットは、お守りとして
用いられた最も古い宝石で、
ビクトリア王女が愛した宝石としても大人気。よく
知られている赤だけでなく緑・黄色・オレンジなど
もあります。

ご意見・ご質問などございましたら
お気軽にお問い合わせ下さい。

ナイスリフォーム㈱堀装
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－７２－４３４０
〒636-0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田 7-10-15
FAX/０７４５－７２－３５３７
メールｱﾄﾞﾚｽ/center@nice-re-form.co.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.nice-re-form.co.jp
年中無休(盆・年末年始除く)

