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一日の食事を見直してみよう！ 

 こんにちは。気温が暖かくなり風

も心地よく感じる季節となりました

が、皆さんはいかがお過ごしですか。

ピークは過ぎたとはいえ、まだ花粉

でお悩みの方もいらっしゃるかもし

れません。僕も例年通り花粉に悩ま

されました。ネットで情報を集め対

策を試みるも結局は薬に頼り、のど

の渇きや眠気との戦いとなる日々を

送っておりました。 

 過ごしやすい季節とはいえ季節の

変わり目は体調を崩しやすくなりま

す。体調を安定させるためには十分

な睡眠や適度な運動、なんと言って

もバランスのよい食事ではないで

しょうか。皆さんは一日の食事をど

んなバランスで摂られていますか？ 

 朝お陽さまが出てくるのと同じよ

うに、朝には陽気が目覚め、お昼に最

も盛んとなり、夕方お日さまが沈む 

陽気は急速に衰え、陰の気が盛んに

なってきます。人もこのように自然

のリズムに従って生活すると、長生

きすると言われています。朝食は穀

類、芋類、体を温めるスープ、血を作

る黒豆、人参ほうれんそうなどの野

菜を多めによく噛んで食べるように

しましょう。 

 お昼は、気血を巡らす、お蕎麦、血

肉を作るタンパク質も摂るとよいで

すね。昼間によく活動する方は、体の

熱をさます食べ物・・・きゅうり、と

まと、せろり、とうがん、春雨、お豆

腐なども付け合わせに食べられると

よいでしょう。 

 そして、夕食は、飽食せず、もっと

も量を減らし、遅い時間に食べない

ことが大切です。 食べてすぐに寝る

と牛になると昔から言われている通

り、毒素を溜めやすくなり身体にと

ても悪いです。油っぽい料理や、

こってりした肉料理などを避けて、

体の陰分を補う、きくらげ、松の実、

黒ごま、白ごま、脂の少ない豚肉、

カキ、帆立、ゆりね、枸杞子などの

食材を適宜取り入れてみましょう。

夕食を一口減らせば９９まで生き

られるという言い伝えがあります。

くれぐれも夕食の摂りすぎにはご

注意くださいね。 

 住宅の世界にも高性能な家に住

むと健康で長生きすると学者が

データに基づいて発表しています。

家族が健康で幸せに暮らす家を建

てたいとぼんやりお考えの方、モデ

ルハウスにご来場いただければそ

のぼんやりがクリアなものになる

でしょう。お気軽にご来場くださ

い、お待ちしております。  

池田  
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家づくりワンポイント ＜サンルームをつくる＞ 
 サンルートとは、テラスの屋根に

囲いを取り付けたものです。 

 雨の日でも洗濯物が干せますし、

夏場は全てを開放して風邪の通り抜

けるテラスとして、冬場は暖かな陽

を有効活用したくつろぎの空間とし

ても重宝します。 

床材は熱変化の少ない断熱材をおす

すめします。床の一部をタイルや石

張りにすれば観葉植物などがおける

ので、ガーデニングを楽しむことが

できます。 

 窓ガラスは結露が起こりにくいペ

アガラスがいいでしょう。 

 天窓を付けるならガラスが破損し

た場合に落下を妨げるアル入りガラ

スや、透明感を楽しめるアクリル板

もいいでしょう。また、取り外しが簡

単なブラインドやロールカーテンな

どをつけ、少しおしゃれな雰囲気で

熱量や光をコントロールできるよう

にしておくと便利です。 

子育てＱ＆Ａ ～トイレトレーニング用の補助便座～ 

 子育て中のママ・パパが、子供の

トイレトレーニングを開始する時

に、気になるのが補助便座の種類や

使用方法ですね。子供がトイレにマ

マと一緒に入ることで興味を持ち、

トイレの環境に親しみと馴染みを

持てるようでしたら、そろそろ補助

便座でトイレトレーニングをス

タートするのも良いでしょう。種類

は、持ち手のあるまたぐタイプと、

洋式タイプになっているタイプが

あります。人気があるのは洋式タイ

プのもので、お子さまがひとりで座

りやすいのが特徴です。またぐタイ

プは安定して座ることができます

が、お子さまをだっこして高く持ち

上げるようにして座らせてあげる

必要があります。お好みに合わせて

選んでくださいね。おしゃべりやサ

ウンド付きのものなどあり、トイレ

が楽しくなるように工夫してあげ

るとよいでしょう。 

2 歳 2 ヶ月の女の子です。 

トイレトレーニング用の補助便座には、どんな種類がありますか？ 

ピースの縁側 ～アンガーマネジメントって？～                  

花粉症に負けずに春を迎え撃つ所存の

フクイです。春は桜の季節、お花見の

準備は万端ですか？ 

春と言えば新入社員や新入生とのお目

見えもありますが、研修や新人指導で

はイライラする事も増えるのではない

でしょうか。 

そこで、今月は1970年代にアメリカ

で始まった、怒りやイライラと上手に

付き合う為の心理トレーニング『アン

ガーマネジメント』についてお話しま

しょう。 

これは怒りを否定するのではなく、怒

るべき事とそうでない事を区別して、

ストレスの軽減を目指すトレーニング

です。 

◆怒りを区別する。 

まず、最近一週間で怒りを感じた事を

書き出してみて下さい。 

自分がどんな事に対し怒りを感じてい

るのかが、客観的に解ります。 

◆３つのステップを実戦。 

アンガーマネジメントには３つのス

テップがあります。 

最初の怒りを感じたら6秒待つ事。深

呼吸をしたり、怒りの程度に点数を付

けたりしてやり過ごせば、冷静さを取

り戻せると言われています。次に、怒

りの原因を①全く問題ない事②少しイ

ラっとするけど許せる事③絶対許せな

い事、に分類します。②の範囲が広が

ればイライラは減少します。 

最後に、怒りの原因を「重要/重要で

ない」「変えられる/変えられない」

に分類。仕方が無いと思う、変える為

に努力する、などそれぞれに見合った

行動を取るようにしていけば、イライ

ラも減って胃痛にも頭髪にも優しい環

境になるかもしれませんね。 



す。 

Page 3 
元気が出る家づくり 

今月のお薦めホームページ 

  アイリスオーヤマが運営する、暮らし

便利情報が満載の情報＆コミュニティ

サイトです。 毎日の暮らしがちょっと楽

しくなるような裏技や知恵がいっぱい

です！晩ゴハンのレシピやより良い暮

らしのヒント、掃除や洗濯のワンポイン

ト、節電節約など耳寄りな情報がいっぱ

いです。料理のレパートリーを増やした

い、掃除や片付けは苦手なのでもっと頑

張りたい、という方は分かりやすい写真

付きで収納方法を導いてくれます。 

「掃除＝しんどいけど頑張るもの」だと

思いがちですが、ちょっとした工夫で楽

になる、頑張らなくていい掃除もあるん

だ！と思うと、掃除のハードルがぐんと

下がって、 日々の掃除を楽しめるように

なります！それぞれのお家流で楽に掃

除できる動線や手順を考えたりするの

もいいですね。その分、掃除にかける時

間が減って、家族と過ごしたり、ほっと

一息の自分時間をとったりすることが

できたらステキですよね！ 

●アイリス 暮らし便利ナビ 

アイデアノート ～筋肉トレーニングを始めましょう～ 
初心者のうちはなかなかジムに通うことへ踏み出せないこともありますよね。本格的な トレーニングは心配だったり、

すぐにやめてしまうかもしれないのに年会費を払うのは もったいないと考えてしまったり…。そこで、自宅でできる筋

トレメニューをご紹介します。 

●大事なことは量より質 

筋トレで大事なのは回数ではありま

せん。回数は目的に応じて変わります

が、それでも 6 回〜 20 回で充分で

す。筋肉を大きくするにはやっと 10

回できる重さでやります。 

筋肉を大きくするのが目的なら、腕立

て伏せ 100 回とかはあまり意味がな

いのです。回数を多くしてしまうと、

その反復動作が上手くなってしまっ

て、逆に体がいかに筋肉を使わずに動

作するかという方向に行ってしまい

ます。キツくない 100 回よりキツイ

10 回です。時間も短縮できていいで

すね。筋トレを始めたばかりだという

知人が、ダンベルカールを 1 日 100

回くらいやっていると聞いて辞めさ

せました。 

●まずは簡単なトレーニングから      

 筋肉トレーニング（筋トレ）は筋肉

の維持や肥大を目的とした運動です。

力強くなるだけでなく、老化の防止や

腰痛対策など、健康を維持する上で重

要な役割を果たしてくれますし、ダイ

エットにも非常に効果的です。 

 趣味としても、｢お金をかけなくて

もできる｣「時間が無くてもできる」と

いう点が大きな魅力です。 

 本格的に取り組む場合は、ジムに

通ったり、サプリメントを摂取したり

とお金をかけることになりそうです

が、まずは、自宅での腕立て伏せや近

所の公園でのけん垂などで良いので

す。 

●ダンベルで上げ下げ 

 道具を用意するとしても、ダンベル

が 2 つあれば充分です。 

 また、筋力の維持や本格的な筋肉の

肥大を目指すのであれば、トレーニン

グを習慣づける必要があります。と

いっても、本格的に取り組んでいる人

でも、1 日 1 時間くらいを週に 4 ～

5 回ぐらいが一般的です。最初は一日

30 分もあれば十分で、慣れたら少し

ずつ時間や量を増やしていくと良い

でしょう。 

https://www.iris-kurashi.com/ 



 

 

 遣唐使派遣の停止により文化の日本化が進んだ平安

時代、貴族たちは優美な寝殿造に住まい、かな文字を使

用し和歌や物語を楽しむなど、現世（この世）を謳歌し

ていました。しかし、平安時代中頃から政変により社会

が乱れ末法思想が広まると、来世（死後の世界）の豊か

さを願うようになり、阿弥陀仏を信仰すれば極楽浄土

に生まれ変われるという“浄土教”が流行します。世界

遺産「古都京都の文化財」のひとつ、10 円硬貨でもお

なじみの平等院が建てられたのは、そのような時代で

した。 平等院は京都と奈良を結ぶ要衝の宇治川沿い

にあり、関白藤原頼通が父・道長の別荘を寺に改めたの

が始まりです。

頼 通が建 てた

阿 弥陀堂 （国

宝）は極楽浄土

を 形にし た阿

弥 陀堂建 築の

典型。鳳凰が翼

を 広げた よう

な 姿から 鳳凰

堂と呼ばれ、堂

内に安置された本尊の阿弥陀如来坐像は、平安時代屈

指の仏師、定朝の作。以降つくられる仏像に多大な影響

を与えました。壮大な伽藍も度重なる戦火で多くを焼

失。奇跡的に残った鳳凰堂、本堂跡に鎌倉時代初期に建

てられた観音堂（国指定重要文化財)に、「天下の三名

鐘」に数えられ現在は鳳翔館で公開されている梵鐘が、

優雅さを極めた往時を偲ばせます。 

平等院は春の桜を始め、ツツジ、藤、睡蓮など、四季折々

の花に彩られ、特に藤が満開の頃は極楽浄土さながら

の美しさ。当時ちまたで「極楽いぶかしくば宇治の御寺

をうやまへ」と謡われたように、平等院を訪れれば、平

安貴族が夢見た極楽浄土がまるでそこにあるかのよう

に思えます。 

ようこそ、僕らの家へ 
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平成の大改修後、平等院鳳凰堂 
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