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先日 T様邸の地鎮祭を執l)行いました。
前日は雨が降っていましたが、当日は雨もや社、つつがなく行
われました。

地鎮祭で雨が降るのは「雨降って地固まる」に繋がり、縁起が
良いとされています。

お供え物には、米・酒・魚•野菜 ・
塩・水などが用意されます。

ところで左の写真、神主さんが土に埋まった箱の上から酒をか
けているように見えますが、実際は箱の上ではなく土の部分に
酒をかけています。

そして土に埋まった箱は鎮物（しずめもの）
といって、家の基礎部分に埋められるお守
l)の入った箱です。

右の写真の箱がその鎮物（しずめもの）です。

多くの人にとっては、人生に 1度経験するかしないかのイベン
トです。工事が安全に行われますように。
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スタッフのおすすめランキング
1月は色々 イベントがありますが、 今回はエルデザインの女性スタッフが好みだけで選んだ「成人式の振袖オススメ柄」を紹介します。

。 桜（さくら） 。 辻が花（つじがはな）牡丹（ぼたん） 雪輪（ゆきわ）
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＾ ● |＊ ＇」 し -り-Zこ- 二番目に人気が高かったのは、 上の三種でした。

スタッフの中でも一番人気、振袖の柄としてトップクラスの 全体的に花柄の人気が高かったです。

人気を誇る桜。

生命が芽吹く春の訪れに咲くことから、おめでたい雰囲気

を感じさせる柄です。

また、ほぼ一斉に花を咲かせることから、豊かさや繁栄と

いう意味も込められています。

3位以下は票がバラけてしまったので割愛させていただきます。

ちなみに振袖は成人式以外にも、卒業式や結婚式に着ていくこともできます。

結婚式に着ていくと場も華やかになり、お祝い感が増します。

お子さん、お孫さんの着物選びの参考にしてくださいね。
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皆さまご無沙汰しております！
動物を愛してやまないエルデザイン動物担当の尾澤です！ （架空）

今回は今まで様々な場所で出会ってきたハムスター達を紹介しようと思います！
気軽に行ける場所もあるので是非ピうそ！

尾澤勇
Isarnu Ozawa 

9召和 63年 8月31日生まれ。

好きな飲み物はお茶。
意外と僅康的．

-'―’ 

r
 

L 直

この子は鷲羽山ハイランドにある ｀`ふれ

あい動物園、、で出会ったゴールデンハム

スターです！

写真では 1匹のみですが、かなり沢山の

ゴールデンハムスターが生活していま
す！ハムスターが大好きな人にはかなり

オススメです！
※他にもいっぱいの動物と触れ合えます。
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僕がハムスター愛lこ目覚めるキッカケをくれた知人宅のゴールデンハムスターです。

自分のハムスターのようにお世話した事を昨日の事のように覚えています。

人懐っこくとても愛らしかったです！

この子は大阪に里帰りした際に立ち寄った

｀` ゆめかわアニマルバーク、、で出会ったキ

ンクマハムスター！

ご飯をあげる事ができるので早速ニンジン
をあげて社たわけですが、可愛すぎません

か？お客さんに対するサービスを忘れす写

真を撮るなら今ですよ！と言わんばかりの

完璧な食べ方！恐れ入りました、ヽ0

締めはやはり我が家のアイドルハムスターのミントです！もうかれこれ 1年ちょっとになるわけですが、とても元気に毎日過ご

しています。冬場なのでエアコン（暖房）と加湿器は7ル稼動で覇境を整えています。ミントにとっては初めての冬になるので、

体調を崩さないか心配ではありましたが大丈夫そうで安心しました。

これからも出来る限り長い時間共に過ごしたいので、飼い主もケアを頑張りたいと思います！

ではまたの機会l：：：： ！ 

クロスワードパズル
タテのカギ： ヨコのカギ：

2 人気があって、特にもてはやされる人。

3 かみをすいたり、かみ飾りにしたりするもの。

4 
自分の持っているお金。また、自分のお金で支
払うこと。

5 何の目的にも使われていない土地。

7 
手紙・小包を集めたり、届けたりする仕組みや
仕事。， 羊に似ていて、角とあごひげがある動物。

10 
光をさえぎって、黒く 映し出される物の形。水
などの面に映し出される姿。

12 田舎で、人家が多く集まっている場所。

1 
年末の大掃除！ごみやちりなどを掃いて取り除
く用具。

文字などが書かれた同じ形の紙片・木片などの
3 一つを抜き取ることで勝敗 ・当落 •吉凶などを

決めるもの。

5 足を乗せる所。

6 その冬初めて降る雪。

8 
茶の若葉をつみとって発酵させ、かわかしたも
の。お湯を通すと赤っぼい色が出てくる。

11 当然しなければならない務め。

13 スキーの練習場やスキー場のこと。
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今年の漠＊結果蛯表！

先月号の編集後記で、 エルデザイン社員が予想しましたが、
2019年の今年の漢字は「令」でした。
編集後記内には書かれていませんでしたが、 社員 Aさんか社
員 Bさんが言っていた気がします。

2020年はオリンピックの年なので、ものすごい大事件が起き
ない限りは「金」でしょう。
次は皆さんも一緒に考えてみてくださいね。

賓3
令

I‘ 會 r-—一—

IIけ杓絹杓
＼ 

Kobl.l←rJ--P 

, ・9'Pb～とロー
1--ト-•9→ー・ド・・ト・・一·

Jmm』91

弊社社長が 100均で売られていた「パキラ」を買って
早2年。
気がついたら頂いた観葉植物だっけ（？）と勘違いする
ほピ大きくなりました（笑）

バキラの花言葉は「快活」と「勝利」
別名「MoneyTree（お金の木）」とも言うそうです。
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冬になると鍋がおいしいですよね。
鍋に牡蠣や貝を入れて食べる機会も増えてくると思います。

そして鍋の美味しい時期になると増えてくる病気にインフルエンザと感染性胃腸炎があります。
感染性胃腸炎、皆さんが聴きなれた言葉でいう「ノロウイルス食中毒」です。
今回はノロウイルス食中毒についてまとめてみました。

■患者数が一番多い

ロ

久亜洸諏函£爵日底

■冬季に多い ■大規模な食中毒に
なりやすい

I 一．， 33.6人
9 9 

原因別の ノロウイルス食中毒の
食中毒患者数（年間） 発生時期別の件数（年間）

食中毒 1件
あたりの患者数

※出典：食中毒統計（平成 26～平成 30年の平均。病因物質が判明している食中毒に限る。）

●ノロウイルスの原因食品

水やノロウイルスに汚染された食品、
特に牡蠣を含む二枚貝が多く報告されています。！し二）

ヽ ・,l

●予防のポイント

・調理や食べる前には石けんで十分に手を洗う。

※健康な人でもノロウイルスに感染している場合があります。

・食品を十分に加熱する。

※食品の中心の温度が85℃~90℃で 90秒以上の過熱をしましょう。

・調理場や調理器具の消毒を行う。

※次亜塩素酸ナトリウム又は煮沸により消毒しましょう。
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●ノロウイルス食中毒の症状

• 主な症状は吐き気•おう吐・下痢・腹痛及び発熱であり、
特におう吐は突然、強く起こるのが特徴的です。

•発症までの潜伏期間は 24,.._, 48 B寺間 です。

●まとめ

ノロウイルスに感染していても症状がないままウイルスを
排出している場合もあるそうです。
日頃からしっかりと手を洗う習慣を身につけましょう！



みんなの仁雑煮

年末に、 「そういえば、 お雑煮って食べる？」という話から、
エルデザイン社員の家庭のお雑煮の話になりました。
皆さんのおうちではお雑煮食べますか？
日本の色々 なお雑煮もついでに調べてみました。

.., '、ミニ ’誓告嘉丑旦喜せんね＼ ＇’I 
＼ 山風？のお

角くなったら

澄まし汁にお餅、 かまぼこ、 鶏肉が入ったり
てなかったりするシンプルなお雑煮ですが、 こ
山風？ "·ii噸II—I. 

O ’’III 
杉山さん、 女性スタッフAは澄まし汁

． 
にお餅、かまぼこ、 そして豪勢に鰤が
入ったお雑煮！ 1 

近藤さんは澄まし汁にお餅、 かまぼこ、
ほうれん草のおひたし、 きんぴらごぼうが
入ったお雑煮！

リフォーム事例
毎日の家事を気持ちよく、 楽に行えるようになります。

蛇口をシャワー水栓に交換

キッチンのシャワー水栓のホースや上部から水漏れがしていたのでタカギ
のみず工房エコに交換になりました。
15年以上使われてましたが部品交換より本体交換の方が安心でき

るのでオススメさせて頂きました。

ガスコンロを IHに

ご高齢を理由に、ガスコンロから IHクッキングヒーターに取り替えの
ご依頼がありました。
年配の方でも安全に使用できますね。

同じだしでも家庭によって、具が色々 異なっていたりするんですね。
最近は県外のお雑煮もネットで買えたりするので、 お取り寄せするのも
いいですね。

クロスワードバズルの答え

いつもより難しくしてみましたが、 脳のトレーニングになりましたか？
次回もお楽しみに！

④)編集後記 I
新しい年になl)ました。
長い冬休みを挟みますが、気持ちを切り替えていきましょう。

i ところでエルデザインにはゲームが好きな社員が二人います。
今はポケモンジリーズの「ポケモンソード・ジールド」にはまっ
てます。
インターネットを使って色んな人とポケモンを交換したり、
一緒に戦ったりできて楽しいゲームですが、なかなか時間が
取れず進められてないので、冬休み中にはなんとか勺リアし
たいです。

，今月号も最後まで読んでくださりありがとうございました！
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