住まいの四季彩工房通信

みなさま︑元気でお過ごしでしょ
うか？
みなさんに暮らしと住まいを快適
にするためのちょっと役立つ情報を
お届けいたします︒今回のテーマは
﹁目のケア﹂です︒
パソコンやタブレット︑スマホな
どのＩＴ機器が普及する昨今︑使い
続けていると目が疲れるな︑と実感
している人も多いのではないでしょ
う か？ 疲 れ 目 を 放って お く と ドラ
イアイの原因にもなるので︑目のケ
ア をしながら︑
ＩＴ機 器 を 快 適に使
いましょう︒

目頭にある涙
点から目薬が
に し ま す︒目

流 れ ないよ う
いですね︒

頭を軽く押さ
えるの もいい
ですよ︒

頭の体操！ 間違いさがしゲーム

上下のイラストで違うところが 箇所あります︒

り冷やしたり

パソコンなどを使っていると︑つ

肩を回したり︑腕を後ろに伸ばして

うことも︒時々立ち上がって︑首や

ショボショボしたときは温めるのが

３〜５分︒パソコンなど仕事の合間

のリフレッシュにもなります︒目が
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を保ちましょう！

手軽な方法で毎日︑クリアな視界

で︑ラクになるそうです︒

にして︑目の周りを収縮させること

いう場合は︑温めると冷やすを交互

ボショボして︑充 血もしている︑と

れてみるのもいいですね︒目がショ

スクも市販されているので︑取り入

日も爽快です︒最近は︑温感アイマ

ば︑リラックスにもなりますし︑翌

目へのごほうびに︑就寝前に温めれ

さぁ！チャレンジしてみてね！

こんな簡単な目の筋肉のストレッ

という 方 法 も

目を温めた
チで 緊 張 をほ ぐ す こと がで き るの

ます︒目が充血しているときは冷や

いつい同じ姿勢で画面をじーっと見

手を組み︑上下に動かして肩甲骨を

目薬の成分を目に十分に行き渡らせ

おすすめ︒目の周りの血管を広げて

すのが最適︒冷たい水にひたしてし

ていることが多いですね︒それが疲

刺激するなど︑上半身の筋肉をほぐ

る差し方をご紹介します︒少し上を

ぼったタオルなどを目の上に乗せて

れ 目 を 招 く 原 因 のひ とつ︒そこで︑

すことで血流も良くなり︑それらの

血流促進も期待できます︒少し熱め

疲れ目には欠かせないのが目 薬︒

分に１度は画面から目を離して︑

向いて下まぶたを手で少し開いて目

効果的な目薬使いと
温冷ケアで目元スッキリ

ありますが︑それぞれ︑効果が違い

かす︒

・目を開いて眼球を上下左右に動

と開く︒

・まぶたをぐーっと固く閉じてパッ

時々︑目の運動をしてみるのもい

することも意識しましょう︒

なってしまうので︑こまめに瞬きを

スマホやパソコンなど︑現代のアイテムを使い続けることで起こる
疲れ目を 解 消 す る 方 法 を ご 紹 介 し ま す ︒

目のケアをして爽快な毎日を過ごしましょう︒

滋賀県甲賀市甲南町野田８５５－２
Tel : 0748‑86‑8341
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改善につながりますよ︒また︑画面

裏面にも役立つ情報が満載！

< 発行 >
（株）住まいの四季彩工房

で︑時々やってみてください︒

目薬をさしてすぐパチパチすると、目薬
が目に上手に行き渡らず、効果が得られ
ないことがあるので気をつけましょう。
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遠くを見ることを心がけましょう︒

疲れ目に効くツボ。ぐーっと押してパッと離す
動作を数回、繰り返しましょう。

のお湯にひたしてしぼったタオルを
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薬を差すこと︒目薬を差したら︑上
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を見ているときは瞬きも少なくなり

ࡏ࠸ࡵ࠸

同じ姿勢が続くと︑目の疲れだけで
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目の上に乗せて５分︒１日酷使した
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を向いたまましばらく目を軽く閉じ︑

合間に行うマメなケアで
目に疲れをためない！
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ます︒そうすると︑ドライアイにも

目を冷やすときは、保冷材もおすすめ！
冷凍庫から出して少しやわらかくし、冷
たさを調節してからガーゼなどを巻いて
使いましょう。

ࡂࡻࡼ࠺
ࡉࢇࡕࡃ

なく︑肩こりや頭痛を併発してしま
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今話題のHOTなニュースをご紹介します！

ジャーサラダってご存知ですか？ガラスの密閉容器
にドレッシングや野菜などを入れて保存したものの
こと。作り置きができるので、数日分、もしくは、
家族の人数分まとめて作れば、忙しいときに重宝し
ますよ。食べたいときにそのままお皿に出すだけで
サラダが完成する便利さと、野菜の組み合わせで彩
り豊かで見た目も楽しめるとあって、人気を集めて
います。
ジャーサラダをつくるポイントは、底にドレッシン
グを入れて、固い野菜から入れること。たとえば、
下からにんじん、豆類、きゅうりなど。トマトやア
ボカドなどやわらかい野菜はその次に。最後に葉も
のを入れてふたをすれば完
成！持ち運びにも便利なの
で、お弁当の副菜にもおす
すめです。しっかり密閉で
きれば３～５日は持つそう
です。ぜひお試しあれ！

こんにちは

注目したい！
プロが選ぶ「○○大賞」

雨の種類いろいろ

ジャーサラダが人気！

季節の変わり目などに降る雨。ちょっと憂鬱になっ
たりもしますね。でも、雨には時期によって名前が
付けられているのをご存知ですか？それを知ると、
ちょっと雨が楽しくなるかも!?
春の雨で桜が咲く時期に降るのが「桜雨」。この時
期のにわか雨は「花しぐれ」といわれています。梅
雨に入る前の雨は「走り梅雨」、晴天が多いけど降
ると激しいのが「男梅雨」、逆にしとしと降るのが
「女梅雨」だそうです。梅雨だけでも表現がさまざ
まです。夏の雨は初夏の緑をつややかに見せること
から「青葉雨」、七夕に降る雨は織姫と牽牛の逢瀬
が叶わなかったことから「洒涙雨（さいるいう）」
と呼ばれているそうです。秋の長雨は「秋霖（しゅ
うりん）や「秋湿り」、晩秋から初冬にかけての冷
たい雨は「氷雨」(ひさめ) 。冬の雨は「寒雨」(かん
う)「凍雨」(とうう) といわれています。どれも日本
ならではの風情ある言葉ですね。

さまざまなジャンルで、それを扱うプロが選ぶ「○
○大賞」が注目を集めています。最近、ポピュラー
なのが「本屋大賞」。作家などの著名人が選ぶ賞で
はなく、文字通り「本屋の店員」が選ぶ賞です。ま
た「文具大賞」なるものも。これは「優れたモノ」
を紹介する雑誌の編集長などが審査。針なしでも紙
をまとめられるホチキスなど、こちらも注目度が高
いそうです。文房具屋の店員が決める「文房具屋さ
ん大賞」も３年前から登場し、ますます興味をそそ
ります。さらに、「CDショップ大賞」は、全国の
CDショップ店員によって決められる賞。本も文房
具もCDも、身近に扱い、たくさん触れている人が
選ぶからこその説得力があ
るので、発表後は売り上げ
も上がるのだそう。選ばれ
た作品やアイテムの良さを
実感してみてはいかが？

（株）住まいの四

あなたの街のハウスドクターです

季彩工房

いつもお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
お施主様の笑顔が
今回お届けしました住まいのかわら版はいかがでしたでしょうか。日頃からお世話になっておりますお客
様へ、お住まいと生活に役立つ情報を提供することができましたらと思い本紙をお届けいたしました。
私どもの一番の喜びです。お住まいのこと、リフォームに関してのご相談などお役に立てることがございましたら、お気軽にご相談
ください。これからもご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
コンシェルジュ 藤澤

リモア

発売

新

リフォームは不便や不満を解消す
るだけのものと思っていません

あなたの毎日をリフォームする
システムバスルーム『リモア』

快適機能を充実させたスタンダードプラン

か？ たとえばお風呂は「お掃除、
楽になるといいんだけど」
「冬場の
冷たさ、何とかしたい」……。そん
な悩みを解消し、豊かなバスタイ
バスルーム「リモア」。LIXIL独自の
技術で美しさをキープし、パール
のようななめらかな肌触りでリ
ラックス度を高めてくれる「キレ
イ浴槽」や、冷ヤッとせず、汚れが
つきにくい「キレイサーモフロア」
など、おすすめ機能をしっかり標
準装備。さらに、ちょっと欲張りな
こだわりや条件に応えるプランや
サ イ ズ も 豊 富 。選 び や す さ で リ
フォームを身近にします。ご興味
がございましたら、当店までお気

さらに！ わが家らしさに応える 4 つのこだわりプラン
こだわり収納プラン

…………………………………………

ムを演出してくれるのがシステム

家族で使い分ける数種類の
シャンプーなども間仕切り
ユニットトール収納なら、
たっぷり、すっきり収まり
ます。

こだわりサポートプラン

お風呂場の転倒などのリス
クも軽減！ 浴室での動作
をスムーズにするためのサ
ポートバーを装備しました。

……………………………………………………………………………………………

こだわり暖房プラン

換気乾燥暖房器をプラスす
ることで、寒がり屋さんの
家族にうれしい、あたたか
なバス空間を創出します。

軽にご相談ください。

こだわり満足プラン

カンタン操作のコンパクト
プッシュ水栓やデザインに
もこだわった全面張りの壁
パネルなど、ワンランク上
の快適を！
写真：株式会社 LIXIL

間違いさがし答え：①⼥の⼦の持ち物 ②男の⼦が座っている椅⼦ ③お⺟さんの頭にハチマキ ④打ち上げられたボール ⑤グラウンドの模様

〒 520‑3308 滋賀県甲賀市甲南町野田８５５－２
Tel : 0748‑86‑8341 Fax : 0748‑86‑1210
E‑mail : reform@m‑technos.com
http://www.e‑shikisaikan.com

