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この度、弊社 代表取締役 石井治郎が

国土交通省より国土交通大臣表彰（建設

事業関係功労）を受賞致しました。

多年にわたり瓦工事業に精励するかたわ

ら、県瓦事業組合理事長や一般社団法人

全日本瓦工事業連盟理事など役員として

長野県の瓦組織改革と業界の発展に寄与

した功績が認められ、このような素晴らし

い表彰を頂きました。

ホワイトデーについて

ご存知ですか？

日本で満月といえば、ウサギが餅を
ついているように見えるとされてい
ます。お隣・韓国でも同様に見える
そうですが、他国は見え方が違うよ
うです。アメリカの一部やインドは、
ワニに見えるそうです。モンゴルで
は犬、インドネシアでは編み物をし
ている女性、ベトナムでは、木の下
で休む男性だそう。違いもさまざま
で、おもしろいですね！

満月には英語で、月ごとに素敵な名前があります。その昔、ネイ

ティブアメリカンが季節を感じるために、名前をつけていたそうです。

たとえば、1月は「ウルフムーン」。この時期によく狼の遠吠えが聞

かれたことから名づけられたようです。ほかに、日本でもよく聞か

れるようになったのが、6月の「ストロベリームーン」。ちょうど苺の

収穫の時期だったのでそう名付けられたそうです。月の満ち欠け

を農作業や狩猟など生活の目安にしていたと言われています。

満月の素敵な英名

月の模様の見え方は

世界で違う⁉

１月ウルフムーン（狼月） ７月バックムーン（雄鹿月）

２月スノームーン（雪月） ８月スタージョンムーン（チョウザメ月）

３月ワームムーン（芋虫月） ９月ハーべストムーン（収穫月）

４月ピンクムーン（桃色月） 10月ハンターズムーン（狩猟月）

５月フラワームーン（花月） 11月ビーバームーン（ビーバー月）

６月ストロベリームーン（苺月）12月コールドムーン（寒月）

11月のビーバー
ムーンは、ビー
バーが巣づくりを
する時期であるこ
とから来ているそ

うです

アメリカの一部や、
東ヨーロッパは、女
性の横顔に見えるそ
うです

満月の

英名
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店舗住所:千曲市大字桜堂484-2
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営業時間 9：00～17：00

休業日 日、祝日、

その他(会社カレンダーによる)

コロナウイルス対応策として、お電話はもちろん、

HP、SNS（LINE、Instagram、Facebook）からの

お問い合わせも承っております。

石井瓦工業株式会社

お知り合いをご紹介ください！

多くの皆様に

『真の安らぎ空間を提供する』ことが

我が社の使命であると考えております。

ぜひ、皆様の大切な方をご紹介ください。

誠心誠意、丁寧に

ご対応させていただきます。

簡単なアンケートにお答

えいただくだけでリフォー

ムアイデアYouTube動画

URLGET！右のQRコード

よりお申込みください！

リフォームチャンネル開設！

今年はおうちで楽しめるWEBイベントを

開催いたします！お得なリフォーム情報や

お見積り依頼も簡単にできます！

さらに、地域のお店のお得な特典も♪

WEBイベント開催！！

※画像はイメージです

WEBイベント会場へは

こちらのQRコードを読み取って

ログインできます！

BX1616 写真セット価格（戸建用）の場合 0.5坪（780×1,690ｍｍ）S6グレード アクアセラミック ECO5 床排水の場合

※工期はお住まいの状況によって異なります。

あくまで目安としてお考え下さい。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

システムバスルームスパージュBXプラン タンクレストイレサティスSタイプ

防音・断熱内窓
インプラス

リフォーム玄関ドア
リシェント

テラス囲い
サニージュ（床納まり）

引き違い窓 テラスサイズ

W1,800×H1,800ｍｍ

一般複層ガラスの場合

M83型ポートマホガニー断熱仕様

（K4仕様）ランマなし 木目調親子

採風タイプ

W1,244×H2,356ｍｍの場合

600タイプランマなし屋根形状：F型関東間

1.5間（2,730ｍｍ）×6尺（H1,785ｍｍ）

屋根材：ポリカーボネート

おうちにいる時間が長いとストレスもたまりがち

に。浴室をしっかりとくつろげるリラックス空間

にすれば、毎日の入浴が楽しくなりますよ。

家族が家にいると汚れがちなトイレ。汚れ

がつきにくく、ついても落としやすいトイレは

いかがですか？タンクレスで広々、しかも節

水です。

今ある窓の内側に、もう

1枚窓を取り付けるだけ

で、防音効果も断熱効

果もぐーんとアップ。省

エネ効果もアップして、

冷暖房費の節約にも

つながります。

採風窓のついた玄関ドアなら

扉やカギを閉めたまま換気で

きるので防犯上も安心。壁を

壊さない簡単リフォームで、1

日で工事が完了します。

洗濯物を干したり、家族や

ペットとのんびり過ごした

り。趣味やガーデニングの

スペースとしても使える空

間は仕事や家事の息抜き

にもぴったり。

基本工事費込

（税別）

基本工事費込

（税別）

基本工事費込 （税別）

基本工事費込

（税別）
基本工事費込

（税別）

祝国土交通大臣表彰受賞

https://ishii.39fes.net



　　 　

       

かんたんレシピ

口呼吸にご注意を

マスクが日常化していることで、いつしか口呼吸になっている人が増

えているそうです。口呼吸だと、ホコリやウイルスが直接体内に入るリ

スクが増えることも。そこで、口呼吸を防止するポイントを紹介します。

①自分が口呼吸をしているか意識する

ちょっと意識するだけでも、ずいぶん違ってくるそうです。

②ガムなどを噛む

口まわりを動かすことで鍛えられ、口が自然と開くのを防ぎます。ま

た、唾液の分泌が促進され、口内の乾き防止にも。ガムを噛む際、く

ちゃくちゃと音がしたら口が開いている証拠なので気をつけましょう。

③口まわりの筋力を鍛える

口輪筋などを鍛えることで、口呼吸を防止することができるそうです。

睡眠中は、唾液の分泌が減るた
め、口呼吸になると、のどが乾燥
し、ホコリやウイルスなどが体内に
入って風邪などのリスクが上がりま
す。しかし、意識するのは難しいの
で、口に貼る専用のテープを使う
のも良いですよ。

さっぱりした鯛に、カマンベールチーズの味とトマトの酸味のバランス
が絶妙にマッチしたカルパッチョ。お酒のおつまみにもおすすめです♪

鯛のピリ辛カルパッチョ

材料
（２人分)

①鯛は薄切り、カマンベールチー
ズはくし切り、トマトは角切りにす
る。かいわれ大根は根を切り、２等
分にする。

②器に①を盛りつけ、粗切りにし
たナッツを散らす。

③Aを混ぜ合わせ、②にかける。⚫ 鯛の刺身…100ｇ、カマンベー

ルチーズ…1/2個、トマト…1/4

個、かいわれ大根…1/4パック、

ミックスナッツ…10ｇ

⚫ A／練りゴマ…大さじ1/2、みり

ん…小さじ２、しょうゆ…小さじ

１、豆板醤…小さじ1/2

睡眠時の口呼吸にもご注意を

新年を迎え、お財布を新しくしてみませんか？ 春財布は「張る財布」
として、縁起がいいものといわれています。

■使い始めにおすすめの日は？

金運に縁のあるといわれている「寅の日」
や「巳の日」のほか、1粒の籾が万倍にも
実る稲穂になるように、その日に始めたこ
とが何倍にも成長するといわれる「一粒万
倍日」や、天がすべての罪を許すという最
上の吉日といわれる「天赦日」が良いそう
です。

■お財布にとって良いこと

お財布はいわばお金の部屋。きれ
いにすることで気持ち良く使えて、お
金との縁も良くなりそうです。お財布
の中のレシートやポイントカードを整
理する習慣をつけると良いですね。

※ナッツは、粗く刻み、食感を残すと、香ばしさが増します。
※ピリ辛ダレは、鯛以外でも、白身の刺身によく合います。

教えてくれた人…尾田衣子さん

料理研究家。料理教室「アシェット ド

キヌ」主宰。ル・コルドンブルー東京ほ

かで料理を学び独立。身近な食材で

手軽に作れる料理に定評がある。

http://ryo-ri.net/

諸説ありますが、冬
至（12月21日ごろ）～
雨水（２月18日ごろ）
か、立春（２月３日ご
ろ）～啓蟄（３月５日ご
ろ）が縁起が良いとい
われています。

■購入の時期は？

口輪筋トレーニングは、「うー」
「いー」と各５～10秒ずつキープ。
1日１セットでも続ければ効果アリだ
そう。風船を膨らませるのも良いよう
です

青は、水の色なので、お金が流れ
やすいので貯まらない、赤は火の
色なので、お金を燃やしてしまう
のでよくないという説もあります

記載内容にかかわる損害等につきましては責任を負いかねますので、実施や材料等のお取り扱いに十分ご注意のうえご利用ください。

専用のテープはドラッグ
ストアやインターネット
で購入できます

寅の日…１月６、18、30日、２月
11、23日

巳の日…１月９、21日、２月２、
14、26日

一粒万倍日…１月３、４、７、
16、19、28、31日、２月３、10、
15、22、27日

天赦日…１月16日、２月はなし

※あくまで目安として参考にし
てください

Health

寝ている間
も口呼吸
対策♪

枕の高さが合わないと、気道
が圧迫され、口が開いてしま
うことがあるので、枕の専門
店などで相談してみるのも良

いですね

Chottoいいかも

■１月、２月の

良き日

■おすすめの色は？

金運に良いといわれている
のは、黄色やピンク、お金が
貯まる色は、ベージュやブラ
ウン系だそう。あくまで参考
程度にして、お気に入りを見
つけてみては？

まさに春は、
お財布にとっ
て良い時期♪

お金がゆった
り入る長財布
も良いといわ
れていますね

スッキリ♪

熟語探し A～Cは四字熟語の各漢字の一部を拡大したものです。四字熟語を完成

させたら、太枠で囲んだ文字を使ってできる三字熟語を答えてください。
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友だちになろう！

ID:＠730gteff

友だち登録特典は
ご自宅のドローン
撮影！

答えは、

ホームページへ‼


