
縁　2018年秋号　
2018年9月発行
発　　行：株式会社ひらい　ハウジング部
ライター：瀬戸内千代
イラスト：池田侑加

クイズと下記のアンケートに答えて 
プレゼントをGETしよう！

【館山展示場】TEL:0470-25-5677
【市原展示場】 TEL:0436-20-8841
【木更津展示場】TEL:0438-30-4505

秋号プレゼントクイズ当選者発表
袖ケ浦市：O様

〒292-0038千葉県木更津市ほたる野4-1-1ユニバーサルホーム木更津店
kisaradu-ten@kimitu-hg.co.jp

ハガキかメールでの受付となります。
住所・氏名・電話番号とQ１～Q３の答えを明記の上、ご応募ください。
（掲載して欲しい内容、ペットの写真などの投稿も募集中♪）

①応募締め切りは2020年1月15日までとさせていただきます。
②抽選した上で当選者を決定いたします。
③当選者の発表は、お電話にてお知らせいたします。

応募方法

応募規定

宛先
アドレス

おめでとうございます!!おめでとうございます!!おめでとうございます!!

（アフターメンテナンス・リフォーム）

【八幡事務所】TEL:0436-40-2727

クオカード2000円分プレゼント

今後リフォームをご検討
されている方にうれしいサービス♪

今後リフォームをご検討
されている方にうれしいサービス♪

始まりました！始まりました！
あんしん   あんしん   あんしん   おうちおうちおうち サポートサポートサポート

詳しく知りたい方は、
フリーコール：0120-91-8018
までお気軽にお問い合わせください。
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縁　2019年冬号　
2019年12月発行
発　　行：株式会社ひらい
　　　　　ハウジング部　
　　　　　ストック部
ライター：瀬戸内千代
イラスト：池田侑加
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(前号の答え　171)

千葉県PRマスコットキャラクター
チーバくん

千葉県許諾　第A958-17号

株式会社ひらいは「“社員いきいき！元気な会社”宣言企業」です。

千葉県が出荷量日本一、赤い芽が目印の里芋の名は？　
◯◯◯◯（カタカナ4文字）

Contact

Present

アンケート Q1 クイズの答えは？ Q2 面白かった記事は？
Q3 この情報誌に関するご意見・ご感想

問題

寒くなれば冷蔵庫の中身を出しておいても傷みにくい。そん
な時期だからこそ、冬に冷蔵庫掃除をおすすめします。まず
は食材や調味料の賞味期限を確認して、必要なものを仕分け
します。トレイやケースなど、取り外せるものは丸洗いし
て、良く乾かします。冷蔵庫内は濡らしたキッチンペーパー
や布巾などの綺麗なものに、洗浄と消臭効果のある重曹を振
りかけて掃除をすると、安全できれいになります。角の部分

去る９月８日にクリナップ木更津ショールームにてリフォーム相談会を開催いたしました。
毎回好評の網戸張り・包丁研ぎにもたくさんのお客様にご来場いただきました！

カスタマーズセンター

ユニバーサルホーム

秋の晴天のもとリフォーム相談会を行いました！秋の晴天のもとリフォーム相談会を行いました！

お家メンテナンスVol.3「冷蔵庫掃除」お家メンテナンスVol.3「冷蔵庫掃除」

ಸৌૢ१شঅ५
24時間・365日

あんしんあんしん 2

ક୧ਝभ��ফ৳

あんしんあんしん 1

उअठএॖথॺয়
電子マネー

あんしんあんしん 3

はゴミや細菌がたまりやすいので、しっかり掃除しましょ
う。ゴムパッキンなどの細かな隙間には、綿棒などを利用す
ると掃除がしやすいです。最後はトレイや食材などをしまい
ます。その際、冷蔵庫内は冷気が流れるようにゆとりをもっ
て収納し、逆に冷凍庫内は隙間なく詰めることで、冷却効果
が良くなり、節電につながります。

ポトフは、厚手の深鍋でコトコト長く煮込
む料理ですが、圧力鍋なら、骨付き肉やブ
ロック肉も５分で柔らか。急冷してふたを開
け、切った野菜類を投入して、再びふたをし
て圧力をかけた状態で４分加熱したのち、
放置で完成です。厚切りベーコンやソー
セージなら前半が不要で、さらに時短に。

骨付き肉などを使えば、そこからだしが出
るけれど、ソーセージなどで手早く作るな
ら、野菜と肉のエキスが凝縮されたキュー
ブ状や顆粒状のコンソメやブイヨンが便
利。コンソメはスープの素なので味が完成
していますが、ブイヨン（洋風だし）は調味
が必要です。

ポトフと言えば、ビーフやポーク、チキンのイ
メージ。でも実は、タイやタラといった白身
魚やイカ、エビなど魚介を使っても良いだ
しが出ておいしいのです。シーフードの場
合は隠し味に白ワインを少し。お皿にパセ
リなど香草を添えると美しい仕上がりに。

ജ㍿ࠄߥടᾲ10⚂ߪಽ

自然はよくできていて、寒冷地の食材と冬
に旬を迎える食材の多くは体を温めます。
薬膳では、ほうれん草やカボチャ、ニンジ
ンなど緑黄色野菜と根菜のカブがおすす
め。ネギやビタミンC豊富なブロッコリー
は、風邪予防にも。香辛料など温めスパイ
スもお好みで。

㘩᧚ࠞࡐࠞࡐߚߴ㘩ߦ౻

ࡦ࡛ࠗࡉ or ࡔ࠰ࡦࠦ

定番のじゃがいもの代わりに、皮ごと電子
レンジでチン！してツルンと皮をむいた里芋
を、そのまま鍋へ。下処理いらずで急いでい
る時に重宝します。舌触りがもっちりしてい
る里芋は、洋風スープとも意外と好相性。
適度なとろみで体がとっても温まります。

㉿⦱ߺࠈߣߢઃߌ

「セレベス」をご存知ですか？　千葉県が
出荷量日本一を誇る、インドネシアCelebes
島（現・スラウェシ島）生まれの里芋です。
ぬめりが少なく煮崩れしにくいので、ポトフ
向き。親芋は八つ頭（ヤツガシラ）のように
巨大で、子芋は赤い芽が特徴です。

ජ⪲㊁⩿ޠࠬࡌޟ

㝼ࡈ࠻ࡐߩ

根ではなく茎にでんぷんを貯める里芋は、
アフリカでとれるタロイモの仲間。すでに
万葉集に「ウモ」の名で登場します。千葉県
は、主流の「土垂（どだれ）」と呼ばれる品
種を改良して2007年に「ちば丸」を品種登
録。むきやすい丸い形がキュートです。

ޠਣ߫ߜޟࠈߎࠈߎ

館山市の十二所神社の「茂名（もな）の里芋
祭」は、無病息災を願い、180個のアカメ（セ
レベスの別名）を2つの山型に積み上げて奉
納する例祭。2005年に国の重要無形民俗文
化財に指定されました。次回は令和2年2月
19日（水）から3日間の開催予定です。

㙚ጊߩࠅ⑂ߪߢਥᓎ

写真提供：千葉県



壁紙を部分的に張り替える「アクセントクロス」で
個性が光るお部屋になります。

応募締切

住まいのリフォーム　～インテリア編～住まいのリフォーム　～インテリア編～住まいのリフォーム　～インテリア編～

About Us Contact

Present

応募締め切りは2020年2月29日までとさせていただきます。
当選者の発表は記念品の発送をもってかえさせていただきます。

住所・氏名・電話番号と左記アンケートの答えを明記の上、ご応募ください。

〒299-0111 千葉県市原市姉崎628-12　リホームプラザ市原店

官製はがきでの応募方法

宛先

アンケート

パソコンからの応募方法
①ウェブ検索『リホームプラザ』、又はhttps://www.rehome-plaza.co.jp/を入力
②弊社ホームページを開く
③お問い合わせ
④必須項目入力（Q1～Q3答え入力）
⑤送信する

千葉県内店舗数No.1
地域密着で迅速なサービスをお届けいたします。

正解者の方の中から抽選で3名様に 記念品プレゼント

　

市原店
千葉店　
茂原店
きみつ店◀8/3NEW OPEN
イオンタウン館山店

TEL:0120-60-3104
TEL:0120-23-2401
TEL:0120-80-1221
TEL:0800-80-2920
TEL:0120-73-5222

ユニモちはら台店
ワンズモール千葉北店
カスタマーズセンター
再生課

TEL:0120-76-0337
TEL:0120-97-0433
TEL:0436-40-2727
TEL:0120-23-2401

ほんの一部の壁紙を張り替えるだけで、こんなに
お部屋のイメージが変わるなんて…！
無機質なお部屋に表情がうまれ、お家にいるのが
もっと好きになりました。

Before After

˂ʳĜʸʯˁʎ˂ʳĜʸʯˁʎ

快適で長持ちする住まいづくり

https://www.rehome-plaza.co.jp/

おきにいりPoint
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プラザ通信　2019年冬号　
2019年12月発行
発　　行：株式会社ひらい
　　　　　リホームプラザ部
ライター：瀬戸内千代
イラスト：池田侑加

Q1
Q2
Q3

クイズの答えは？
面白かった記事は何ですか？
この情報誌に関するご意見・ご感想

クイズに答えてもらっちゃおう!
問題

千葉県が出荷量日本一、赤い芽が目印の里芋の名は？　
◯◯◯◯（カタカナ4文字）

千葉県PRマスコットキャラクター
チーバくん

千葉県許諾　第A958-17号

株式会社ひらいは
「“社員いきいき ! 元気な会社”宣言企業」です。

(前号の答え　171)

ポトフは、厚手の深鍋でコトコト長く煮込
む料理ですが、圧力鍋なら、骨付き肉やブ
ロック肉も５分で柔らか。急冷してふたを開
け、切った野菜類を投入して、再びふたをし
て圧力をかけた状態で４分加熱したのち、
放置で完成です。厚切りベーコンやソー
セージなら前半が不要で、さらに時短に。

骨付き肉などを使えば、そこからだしが出
るけれど、ソーセージなどで手早く作るな
ら、野菜と肉のエキスが凝縮されたキュー
ブ状や顆粒状のコンソメやブイヨンが便
利。コンソメはスープの素なので味が完成
していますが、ブイヨン（洋風だし）は調味
が必要です。

ポトフと言えば、ビーフやポーク、チキンのイ
メージ。でも実は、タイやタラといった白身
魚やイカ、エビなど魚介を使っても良いだ
しが出ておいしいのです。シーフードの場
合は隠し味に白ワインを少し。お皿にパセ
リなど香草を添えると美しい仕上がりに。

ജ㍿ࠄߥടᾲ10⚂ߪಽ

自然はよくできていて、寒冷地の食材と冬
に旬を迎える食材の多くは体を温めます。
薬膳では、ほうれん草やカボチャ、ニンジ
ンなど緑黄色野菜と根菜のカブがおすす
め。ネギやビタミンC豊富なブロッコリー
は、風邪予防にも。香辛料など温めスパイ
スもお好みで。

㘩᧚ࠞࡐࠞࡐߚߴ㘩ߦ౻

ࡦ࡛ࠗࡉ or ࡔ࠰ࡦࠦ

定番のじゃがいもの代わりに、皮ごと電子
レンジでチン！してツルンと皮をむいた里芋
を、そのまま鍋へ。下処理いらずで急いでい
る時に重宝します。舌触りがもっちりしてい
る里芋は、洋風スープとも意外と好相性。
適度なとろみで体がとっても温まります。

㉿⦱ߺࠈߣߢઃߌ

「セレベス」をご存知ですか？　千葉県が
出荷量日本一を誇る、インドネシアCelebes
島（現・スラウェシ島）生まれの里芋です。
ぬめりが少なく煮崩れしにくいので、ポトフ
向き。親芋は八つ頭（ヤツガシラ）のように
巨大で、子芋は赤い芽が特徴です。

ජ⪲㊁⩿ޠࠬࡌޟ

㝼ࡈ࠻ࡐߩ

根ではなく茎にでんぷんを貯める里芋は、
アフリカでとれるタロイモの仲間。すでに
万葉集に「ウモ」の名で登場します。千葉県
は、主流の「土垂（どだれ）」と呼ばれる品
種を改良して2007年に「ちば丸」を品種登
録。むきやすい丸い形がキュートです。

ޠਣ߫ߜޟࠈߎࠈߎ

館山市の十二所神社の「茂名（もな）の里芋
祭」は、無病息災を願い、180個のアカメ（セ
レベスの別名）を2つの山型に積み上げて奉
納する例祭。2005年に国の重要無形民俗文
化財に指定されました。次回は令和2年2月
19日（水）から3日間の開催予定です。

㙚ጊߩࠅ⑂ߪߢਥᓎ

写真提供：千葉県
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楽ちんな体操でも、首ほぐしは重要です。冬は筋肉が硬く
なって血液が滞り、首のこりが悪化しがちです。後頭部の首の
上部は心身をリラックスさせる副交感神経の要所で、ここが
硬いと時には不定愁訴やうつも招くというから、冷えの放置
は禁物。家事や仕事、勉強に加えてスマホを見る時間にも首
を酷使している私たちは、ホットタオルを当てたり、頭を回し
たりして、大切な神経が集中する首を意識的にほぐす必要が
あります。

参照：松井孝嘉『1日 5分 副交感神経アップで健康になれる ! 
「首」にすべての原因があった』

╭ജࡊ࠶ࠕㆇേ

道具も要らず、お手軽に室内で筋力アップを狙える運動とし
て、スクワットと並んで人気なのが「プランク」です。直角に
立てた腕と足先で全体重を支える単純な見た目ながら、こ
れが案外キツイのです。刺激が効いている部位を感じなが
ら、しっかり集中して取り組む必要があります。
胸を張って頭から足を一直線にして、腰だけに負担がかから
ないように気を付けます。腕の痛さで気が散らないように
マットなどを敷くと良いでしょう。最初は10秒でも、慣れたら
5秒ずつ長くして、目指すは1分キープ。左右の「サイドプラン
ク」も加えて、全身をバランスよく鍛えます。さらに余裕が生
じたら、サイドプランクの上の足を上げてキープ！体幹に
効きます。

※くれぐれも無理はなさらず、体力に合わせて軽い体操から
お試しください

折返してあるデザインで、寒い日は折
り目をのばして手首まで覆うことがで
きるタイプの手袋がおすすめ。脈を測
る時に触る手首には、皮膚近くに太い
血管が集中しています。ここを冷やさ
ないことがポイントです。

輪になったスヌードは、ほどけず無く
しにくいのが利点。いつも首にかけて
大切な首の後ろ側を保温し、寒い時は
さっとねじって二重に。温かく軽いもの
を選びましょう。ショールのように肩ま
で覆うタイプもあります。

冬のスリッパは足首まで覆うものを選
ぶか、レッグウォーマーとの併用を。
夜遅くまで座り仕事の日は、温水OK
のペットボトルにお湯を入れて足元に
置き、毛布で覆うと、電気要らずの即
席「足用あんか」になります。

ᚻ㚂ޓߚ᷷ 㚂ޓߚ᷷ 㚂⿷ޓߚ᷷

１．座って、後頭部と首の境目あたりで両手を組む

２．両手に頭の重みを預けて楽な位置で30秒キープ

３．両手で重みを支えながら頭を静かに元の位置に戻す

サイドプランク
横腹のプルプルを感じながら限界までキープ！を1日3回程度

プランク
腹筋のプルプルを感じながら限界までキープ！を1日3回程度

温生活のコツ

きのこ類やセロリ、れんこん、ハーブ、里芋など個性派食材を入れた
ポトフは、一部を取り分けて、別鍋で作ってはいかがでしょう。里芋
のぬめりは胃腸に良い健康成分ですが、滑りやすいので料理中の怪
我に注意。澄み切ったよそゆきスープを目指す場合は肉や野菜をタ
コ糸で縛り、里芋は入れず、こまめにアクをすくいます。
具だくさんのポトフも、後半はスープばかりになって寂しいかもしれ
ません。そんな時は、お好みのマカロニやパスタをゆでてイン！ すで
に抜群のだしが出ているので、塩味を足すだけで、おいしいスープパ
スタになります。

具材が煮崩れていないうちは、スープと分けた野菜を、温野菜として
皿に盛り付けて、マスタードを添えていただくのも一興。その後、工
夫次第でポトフは変身します。スープに野菜ジュースや豆乳を足して
変化を付けたり、トマト缶を入れてミネストローネ風にしたり。はた
また、コーンクリームを入れてシチューにしたり、ルーを入れてカレー
にしたり。最後に、ごはんを入れればリゾットに。それを耐熱皿に入
れ、とろけるチーズをのせて、オーブンでこんがり焼けばグラタン
に。家族も気付かないほどアレンジの幅が広いのが、ポトフの魅力
です。

具材が煮崩れていないうちは、スープと分けた野菜を、温野菜として
皿に盛り付けて、マスタードを添えていただくのも一興。その後、工
夫次第でポトフは変身します。スープに野菜ジュースや豆乳を足して
変化を付けたり、トマト缶を入れてミネストローネ風にしたり。はた
また、コーンクリームを入れてシチューにしたり、ルーを入れてカレー
にしたり。最後に、ごはんを入れればリゾットに。それを耐熱皿に入
れ、とろけるチーズをのせて、オーブンでこんがり焼けばグラタン
に。家族も気付かないほどアレンジの幅が広いのが、ポトフの魅力
です。
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参照：厚生労働省の生活習慣病予防のための健康情報サイト
　　「e-ヘルスネット」

ヒトの臓器・組織における安静時の代謝量

私たちの体は、何もせずボーッとしている時でも、心拍や
呼吸や体温維持のためにエネルギーを消費しています。
この「基礎代謝量」のピークは10代の頃。加齢とともに
低下するのは宿命ですが、グラフにある通り、体のどの部
位よりもエネルギーを使っているのが、骨格筋（筋肉）で
す。そして、消費されたエネルギーは熱となって放散され
ます。つまり、年を重ねても筋肉を増やせば代謝量が上が
り、太りにくく冷えにくい体を手に入れることができるの
です。
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ポトフは、厚手の深鍋でコトコト長く煮込
む料理ですが、圧力鍋なら、骨付き肉やブ
ロック肉も５分で柔らか。急冷してふたを開
け、切った野菜類を投入して、再びふたをし
て圧力をかけた状態で４分加熱したのち、
放置で完成です。厚切りベーコンやソー
セージなら前半が不要で、さらに時短に。

骨付き肉などを使えば、そこからだしが出
るけれど、ソーセージなどで手早く作るな
ら、野菜と肉のエキスが凝縮されたキュー
ブ状や顆粒状のコンソメやブイヨンが便
利。コンソメはスープの素なので味が完成
していますが、ブイヨン（洋風だし）は調味
が必要です。

ポトフと言えば、ビーフやポーク、チキンのイ
メージ。でも実は、タイやタラといった白身
魚やイカ、エビなど魚介を使っても良いだ
しが出ておいしいのです。シーフードの場
合は隠し味に白ワインを少し。お皿にパセ
リなど香草を添えると美しい仕上がりに。

ജ㍿ࠄߥടᾲ10⚂ߪಽ

自然はよくできていて、寒冷地の食材と冬
に旬を迎える食材の多くは体を温めます。
薬膳では、ほうれん草やカボチャ、ニンジ
ンなど緑黄色野菜と根菜のカブがおすす
め。ネギやビタミンC豊富なブロッコリー
は、風邪予防にも。香辛料など温めスパイ
スもお好みで。
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ࡦ࡛ࠗࡉ or ࡔ࠰ࡦࠦ

定番のじゃがいもの代わりに、皮ごと電子
レンジでチン！してツルンと皮をむいた里芋
を、そのまま鍋へ。下処理いらずで急いでい
る時に重宝します。舌触りがもっちりしてい
る里芋は、洋風スープとも意外と好相性。
適度なとろみで体がとっても温まります。
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「セレベス」をご存知ですか？　千葉県が
出荷量日本一を誇る、インドネシアCelebes
島（現・スラウェシ島）生まれの里芋です。
ぬめりが少なく煮崩れしにくいので、ポトフ
向き。親芋は八つ頭（ヤツガシラ）のように
巨大で、子芋は赤い芽が特徴です。
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根ではなく茎にでんぷんを貯める里芋は、
アフリカでとれるタロイモの仲間。すでに
万葉集に「ウモ」の名で登場します。千葉県
は、主流の「土垂（どだれ）」と呼ばれる品
種を改良して2007年に「ちば丸」を品種登
録。むきやすい丸い形がキュートです。

ޠਣ߫ߜޟࠈߎࠈߎ

館山市の十二所神社の「茂名（もな）の里芋
祭」は、無病息災を願い、180個のアカメ（セ
レベスの別名）を2つの山型に積み上げて奉
納する例祭。2005年に国の重要無形民俗文
化財に指定されました。次回は令和2年2月
19日（水）から3日間の開催予定です。
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写真提供：千葉県


