４

第14号

みんなのミニ情報誌

月号

こ

んにちは上田です。

暮らしに役立つ情報誌です︒
荒市商店の大切なお客様に
毎月お届けします

笑顔こぼれる
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桜の季節になりました。当店の近くには「保育園」と「小学校」が

あるので毎年卒業式、入学式などの時にはピカピカの子供たちが保護者の方々と当店の前
を登校していく姿を見ます。
いや〜なかなかいいもんですね、私もこんな時か

らもっと勉強しとけば良かったかなと思ってしまいます。で、３
月の中旬のことですが、当店の交差点の信号は「歩車分離」の

押しボタン信号 になりました。これは歩行者が「押しボタン」
を押すとクルマの信号は全部「赤」になり歩行者の信号は全部
「青」になります。ナナメにも渡れると言うことですね。子供た
ちの通学の安全を考えてこうなったようです。

さて急に暖かくなりました外を見ても空気が黄色っぽく見えます「黄砂」です
ね。毎年この時期は中国のモンゴルやゴビ砂漠の乾燥地帯の砂が風に巻き上げら
れて日本へ飛んでくるというわけです。

花粉症でなくても鼻やのどに違和感が

あるので困る人も多くいらっしゃると思います。でも当店のような仕事ですと、
「お車汚れてますね〜

洗車いかがですか？」とちゃっかり商売に結びつけてし

まいます。
で東へこの黄砂は飛んでいくわけですが、
はるかハワイやカリフォルニア州でも観測されたことがあるそうです。

最後にちょっとお店の宣伝を・・

例年お盆とお正月前にオイル

セールを実施していますが、今年からゴールデンウイーク前にも実
施することになりました。

そこで気

になる商品ですが、今回は「全国有名
店の詰め合わせ５箱セット」です。今や空前のラーメンブームですよ
ね。東京の有名店が閉店なので何百人も並んでましたっていう件がワイ
ドショーなんかでやってました。秘伝のスープって言うのがそそります
ね。

このオイルセール、準備でき次第すぐ実施しますのでご来店時に

はぜひチェックして下さいねー。

新聞紙にはさ

んなりとせず、ピンと張った感じに
んで重しをのせ、何回も紙を取り替える

なるまで。
ビオラなら約２分、
パンジー
やり方もありますが、もっと簡単にでき

なら約３分が目安です。お花は小さく
る方法があります。

て薄く、重なりのないもののほうがう
【1】キッチンペーパーを半分に折った

まくできあがります。

花に残してみませんか？

で電子レンジにかけます。仕上がり
す。色とりどりの花は見ているだけ

の目安は、
お米を持ったときにし
で心なごみますが、
この美しさを押し

できた押し花はしおりにしたり飾り
間に花をはさみます。このとき花びらや

【3】容器にふたをしないで 1 分単位

押し花で
春を楽しみましょう！
さんの花が春の訪れを教えてくれま

ンチほどお米を入れます。
菜の花、桜、チューリップ……。たく

葉が重ならないように注意します。

をつくったり、いろいろ楽しんでみて
【2】耐熱容器にお米を３センチほどの

くださいね。なお、使ったお米は少し
高さまで入れ、そこに先ほどのキッチン

多めに水を入れて炊けば、普通に食べ
ペーパーを置きます。その上にまた３セ

られますよ。

★頭はいくつ？ 一番大きな「うみへび座」

現在︑天文

洗うには洗剤

油でギトギトになったお皿をど

うしていますか？

も水もた くさん いりま すよ ね︒

油汚れの洗い物を手早く済ます

学的に用い
られる星座

コツは ︑な んと いっ ても 洗 い始め

い星座が﹁う

面積の大き

の中で一番

らでこすったりして︑ある程度きれ

す︒新聞や古雑誌で拭いたりゴムべ

る前に 汚れ を落 とし てお く ことで

少し置いて洗い流せば水も

洗剤もず っと少 なくで きま すよ︒

ン！

かし︑汚れをとったお皿をチャポ

そのあと︑洗い桶の水に洗剤を溶

ものを利 用して もいい です ね︒

を使いやすい大きさに丸く切った

いにしておきましょう︒ビデオの入

頭は１つ です︒

分かれていますが︑
星座の 絵 で は

のほうに見える頭は先端が２つに

ラの姿だということです︒西

した︒うみへび座はこのヒド

きな岩の下に埋めて退治しま

した︒そして最後の１つは大

の首を剣で切り︑切り口を焼きま

蛇の怪物です ︒
ヘラクレスは ８ つ

しても何度も生えてくる恐ろしい

不死身で残りの８つは切り落と

ドラには９つの首があり︑１つは

ドラ退治という話があります︒ヒ

ギリシャ神話にヘラクレスのヒ

できるの は春だ けです ︒

みへび座﹂です︒東西に細長く︑

の数は

︒
そ

食事のあとの後始末

れ物や下敷きなどのプラスチック

88

頭からしっぽまで全部見ることが

うみへび座（hydra）

おからだの
〜 お手入れ 〜

首のシワでソンしない！
スタイルも洋服のセンスも良くてと
ても若々しいのに、秘かに年齢が表れ
てしまうところがあります。それは「首

1日3回チャレンジ！

ように日焼け止めは必要です。マッ
サージなどのお手入れも忘れずに。
できてしまった首のシワにはエクサ

のシワ」
。お化粧のとき、顔だけを必死

サイズが一番です。

に見て首のチェックを忘れていません

①背筋を伸ばしてゆっくり顔をあげる

か？

②そのまま下唇を突き出し首筋をしっ

首のシワは、合わない枕を使い

続けていつの間にか刻み込まれてしま

かり伸ばす

うこともあります。横になったとき首

③上唇も突き出す

の下に隙間ができたり、反対にあごが

④唇を戻し顔を正面に戻す

上がった状態になっていないか一度確

これを 5 秒間かけて 1 日 3 回やってみ

認してみましょう。また、首も顔と同じ

てくださいね。

から
まで

〜出産にまつわるお祝い事〜
赤ちゃんを授かると、健やかな成長を祈るお祝

準がなければ 5 千円程度を「初穂料」
「玉串料」と

い事が続きますね。代表的なものは、

して、赤ちゃんの名前で祝儀袋に包みます。

◆帯祝い◆妊娠５カ月目の戌（いぬ）の日に岩田

◆お食い初め◆生後 100 日目頃、赤ちゃんが一

帯（腹帯）を巻き妊娠中の健康と安産を祈ります。

生食べ物に困らないようにご飯を食べさせるま

犬のお産が軽くてすむのにあやかっています。

ねをします。近親者の年長の女性が「養い親」と

◆出産祝い◆生後７日目〜１カ月

して赤ちゃんの口に祝い膳の

の間に赤ちゃんの誕生を祝います。

食べ物を運びます。

◆お七夜の祝い◆出産７日目の夜に

◆初節句の祝い◆女の子は

命名します。奉書紙（ほうしょがみ）を

桃の節句、男の子は端午の節句

神棚か部屋のよく見える場所に貼り、お赤

に初節句を祝います。

飯や尾頭付きの鯛などのお祝い膳をいた

◆初誕生祝い◆満１歳の誕

だきます。病院から退院する日がちょうど

生日を祝います。ふろしき

この頃のため、退院祝いを兼ねて行うこと

に包んだ餅を背負わせた

が多いようです。

り、米やそろばん、筆などを並

◆お宮参り◆生後１カ月頃、生まれた土

べて子どもに選ばせ、選んだも

地の守り神に誕生を報告しに行きます。

ので将来の職業を占う地方もあ

神社でお払いを受ける場合、神社に謝礼の基

るそうです。

メ ー タ ー 内 の 警 告 灯 の 意 味 は？
メーターパネルに次に紹介するようなランプが点灯したことはありませんか？これ
らは警告灯です。その示す箇所に問題があると言うことです。もしこんなランプが
点いたらすぐアライチへ駆け込んでください。

３回にわたってご紹介します。

ブレーキ警告灯
停止時にサイドブレーキを引っ張っているときに点灯するのは問題
メ ータ ーの 中 の 警告 等が 点 く の

ですが どう いう 意味 があ るの で

すか ？

ありませんが。
れ

走行時に点いているのは①サイドブレーキ戻し忘

②ブレーキ液の残量不足

のどちらかです②の場合はすぐ点検

しなければ危険です。

エンジン油圧警告灯
アラジンの魔法のランプのようなこれは「エンジンにオイル入って
ませんよ」という合図です。しかしこれが点くと言うときはスッカ
ラカンですのですぐオイルを入れてください。間違っても次にガソ
リン入れるときでいいやと思わないでください。エンジン壊れま
す。

それとよく勘違いされるパターンはこれが点いたらオイル交

換するというのですが、「これ間違いです！」オイル交換は３００
０キロもしくは半年に１回が目安です。

荒市商店の名前の由来

屋

号の由来もお客様によく質問されるひとつですね。ひと言で言えば「荒物屋の市兵衛」
です。その昔江戸時代後期に市兵衛という人が一時期「荒市」と言う名で荒物屋を営んで
いたようです。その後明治・大正・昭和の戦後まで役所勤めや農業をしていた時期があっ
たようですが、戦後まもなく祖父や父とその兄弟が「荒市の名でもう一度商売を興そう」
となったのが現在のアライチ商店の始まりです。

当時

もまさしく荒物を扱っていましたが、セメント・釘など
の建設資材から練炭豆炭の燃料、テレビなどの電気製
品、文房具などけっこうな営業品目の多さで商売してい
ました。時代は変わり売る物が変わっても昔からのお客
様に可愛がっていただけるのが本当にありがたい事と思
います。

昭和３８年

昔のスタンド開所式のようす

㈱荒市商店

社長のお出かけ報告
３／１６ ワシントン大学吹奏楽部日本公演
近畿大学１１月ホール
３／１８ 大エルミタージュ美術館展
京都市美術館

営業品目

新車中古車販売 ・オークション代行 ･車検
事故修理 鈑金塗装・自動車保険・各種燃料・灯油
配達・工業用重油・ＬＰガス・ガス機器

電 話
ＦＡＸ

０７４５−５５−３７８０
０７４５−５５−４６５９

http://araichi.syakenmeijin.com/

これで今夜のおかずはおまかせ！

第43号

「おかひじき」は……
４月〜６月が旬の「おかひじき」は海岸の砂地に自生します。
日本では江戸時代の初期から栽培記録があり、古くから食用
に用いられていたようです。海草のひじきに似ていることから「お
かひじき」。カルシウム、マグネシウム、鉄などのミネラル分がたっぷりで、カロチンやビ
タミンＣも豊富な緑黄色野菜です。緑が濃いほど新鮮ですよ。味にクセがなく、しゃきしゃきとした食感。
たっぷりのお湯で茹でてサラダやおひたしに。ゴマやお酢で和えてもグッド！

