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　来月３日はひな祭りです！女の子がいる家庭では、ひな人形や桃の花を飾って、ケーキやちらし寿司、蛤のお吸い
物を食べてお祝いをされる家庭も多いと思います♪ひな人形の起源は、古く縄文時代の埴輪にまでさかのぼるといわ
れていて、いずれも信仰の対象物として用いられたそうですが、奈良時代には人形 ( ひとかた ) が誕生し、禊や祓い
の儀式に紙や藁で作った人形を使っていて、この人形信仰が今日のひな人形の基礎となります。その後、平安時代
に（ひいな遊び）といって、紙で作った人の形の人形遊びが貴族の中で流行し、これが起源になったのではないかと
いわれています。この頃紙で作った人形を川に流す「流し雛」や他に「守り雛」として祀られるようになりました。
　安土桃山時代になり、ひいな遊びから3月 3日の桃の節句「雛祭り」を行うようになったと憶測されています。江
戸時代初期になり、男雛、女雛一対の内裏を飾るだけの立ち雛飾りが作られ、これが座り雛として姿を変えていき、
次第に人形の作りは精巧になって、十二単の装束をまとった「元禄雛」や、大型の「享保雛」などがつくられました。
　江戸時代後期にはほぼ今の形の古今雛が登場し、18 世紀終わり頃には五人囃子が、幕末までには官女等の添え
人形や嫁入り道具なども登場して、セットも増えスケールが大きくなっていき、1700 年頃から庶民の間でも行われる
様になりました。明治、大正時代は、大型で家の権勢を誇示するような派手な雛人形が増えていきました。今のよう
な人形と道具が一式揃えて出回る様になったのは大正時代中期ごろで、この頃には派手で大型の人形ブームは落ちつ
き、小型の御殿飾りのセットが流行し始めます。昭和時代は関西で流行した御殿飾りや、豪華な 15 人フルセットの
七段飾りなどが流行しましたが、平成に入ると核家族や、家庭環境の変化などからコンパクトな雛人形が増えてきま
した。このように時代と共に雛人形も変わってきましたが、最近は七段飾りはあまり見かけなくなり、人気があるのは、
ケース入りのタイプや、飾り台の中に全てが収納できるタイプ等、コンパクトで片付けやすい雛人形が人気を集めてい
るようです。人形のタイプは変わっても、桃の節句を祝い、その子の幸せを願う特別な行事であり、大切な子に災い
が降りかからないよう願っての雛人形です、感謝し、大切に飾りたいですね♪

　かほく市の TY 様邸の新築工事
は、住宅の足元を支える重要な
箇所、基礎が仕上がりました！
陽当たりが良く、敷地も広いの
で家庭菜園やお庭遊びなどで、
お子様は土の感触や臭い、植物
など自然に触れ、小さな生き物
への関心、興味を持ってもらえ
たら嬉しいですね♡
　今季は雪が少ないので、工事
は順調です！素敵なお家が形に
なっていく過程はいつもワクワ
クします♪

〒920-0356 金沢市専光寺町ワ 56-1
はまホーム（有）濱田工務店／はまホーム 076-266-12120120-969-003

鶏もも肉…300g　さつまいも…200ｇ　おろしニンニク…大さじ2　牛乳…300ml
ピザ用チーズ…80ｇ　オリーブオイル…大さじ1　バター…20ｇ　薄力粉…大さ
じ2　塩・コショウ…適量　きざみパセリ又はきざみパクチー…適量

 SNS で大ヒット！「シュクメルリ」風
再現レシピ♪2 月 の れ し ぴ

高知県四万十市にお住いの「四万十みやちゃん」さんの
素敵なお料理ブログからレシピをご紹介♪
四万十住人の簡単料理ブログ

http://shimanto-miyachan.blog.jp/

作り方

材料（2～ 4人分）

① 鶏もも肉は一口大の大きさに切り、塩・コショウをする。さつまいもは皮つきの
　ままよく洗い、1㎝幅の半月切り又はいちょう切りにする。さつまいもは耐熱皿に
　いれてラップをし、電子レンジで 600ｗで 4分加熱する。
② フライパンに、オリーブオイルとおろしニンニクを入れて中火にかけ鶏もも肉を
　加えて炒め、鶏もも肉にある程度火が通ったらバターを加えて炒める。
③②に薄力粉を加えてよく混ぜ、だまにならないように炒める。牛乳を少しずつ加
　えながら焦げつかないように、底からじっくりとよく混ぜる。
④とろみがついてきたら①のさつまいもを加えて加熱し、さつまいもが温かくなった
　らピザ用チーズを加えて混ぜる。味をみて塩・コショウで味を調え、器に盛りき
　ざみパセリ又はきざみパクチーをトッピングする。

昨年 12 月に某牛丼チェーン店が発売し、SNS で瞬く間の人気の的に！食材はいたっ
てシンプル、鶏肉とチーズ！ポイントは何といってもたっぷりのにんにく！にんにくを
使用することで絶品の「シュクメルリ」が出来上がります (̂ ♪̂簡単に言えば、クリー
ムシチューにたっぷりのにんにくを加えた料理 (̂ ♪̂　パン、ご飯、ワイン等にも合
う絶品レシピです♪にんにくはチューブでもみじん切り(3~4かけ )でもOKです。

白人…100%
黒人…100%
日本人…55%

はまちゃん健活

お酒が飲めない体質の人は別として、お酒を正しく飲むことは、健康で楽しい人生を送ることにもつな
がります。某メーカーでは、DRINK   SMART ！（お酒との正しい付き合い方を考えよう）と推奨してい
ます。自分に合ったお酒の飲み方をすることで、より健康的で豊かな生活を送りましょう。

☆全国酒豪の出現率ランキング
第 1位秋田県 76.7％　　  第 28 位兵庫県 57.8％
第 2位岩手県 71.4％　　  第 28 位福岡県 57.8％
第 3位鹿児島県 71.4％　  第 30 位静岡県 57.2％
第 4位福島県 70.4％　　  第 31 位山口県 56.3％
第 5位埼玉県 65.4％　　  第 31 位佐賀県 56.3％
第 6位山形県 65.1％　　  第 31 位長崎県 56.3％
第 7位北海道 64.8％　　  第 34 位徳島県 56.0％
第 7位沖縄県 64.8％　　  第 35 位滋賀県 55.8％
第 9位熊本県 64.3％ 　　 第 36 位京都府 55.5％
第 10 位高知県 64.0％　　第 37 位群馬県 54.8％
第 11 位千葉県 63.4％　　第 37 位富山県 54.8％
第 12 位青森県 63.2％　　第 39 位岡山県 53.8％
第 12 位宮城県 63.2％　　第 40 位奈良県 53.3％
第 14 位新潟県 62.4％　　第 41 位大阪府 53.0％
第 15 位神奈川県 61.9％　第 42 位広島県 52.4％
第 16 位香川県 61.6％　第 43 位和歌山県 49.7％
第 17 位大分県 60.2％　　第 44 位岐阜県 47.6％
第 17 位宮崎県 60.2％　　第 45 位石川県 45.7％
第 19 位東京都 60.0％　　第 46 位愛知県 41.4％
第 20 位栃木県 59.8％　　第 47 位三重県 39.7％
第 21 位茨城県 59.3％
第 21 位山梨県 59.3％
第 23 位長野県 58.5％
第 23 位福井県 58.5％
第 23 位鳥取県 58.5％
第 23 位島根県 58.5％
第 23 位愛媛県 58.5％　　　　　　　　　　　

これは何の数字でしょう？？
こちらはアルコール耐性を持っている人の割合です！！日本人の
55%の人はお酒が強くて、なんと 45%の人は下戸なんですね～！
それに比べ、人種が変わるとお酒の飲めない人は、ほぼいないっ
て事になりますね♪

　　【飲める人】
・すきっ腹で飲まない
・ゆっくり食事と一緒に
・休肝日を作る
・強い酒は薄めて飲む
※1日の平均適量飲酒量
　ビール…Long 缶 1本
　日本酒…1合
　ウィスキー…ダブル 1杯
　焼酎…グラス 1/2 杯
　ワイン…グラス 2杯弱
　チューハイ…缶 1本
節度ある適度な飲酒量をこ
ころがけましょう♪

　　　【飲めない人】
※飲めない体質は遺伝子なので仕
　方がありません、つまんないな
　～と思わずに、飲めない事が得
　な事 TOP4
・神経の働きが飲む人に比べて高
　いので集中力が持続しやすく仕
　事ができる
・酒豪の人よりもモテる♡これは
　将来的に飲む人はお金がかかる
　からでしょうか？（笑）
・痩せやすい体質で健康的、習慣
　的に飲まないことで体臭の発生
　も抑えられるそうです
・いつもシラフなので事故に遭う
　確率も減る

※アルコール耐性の強い
遺伝子の出現ランキング
で、酒飲みの人が多いラ
ンキングではありません



なるべく毎日更新中！  Http://hama-home.jp/wp/

濱田工務店の Facebook
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　Ｙ様邸の改修工事が始まりました。雪が降らないため
に冬場の工事となりました。本来であれば、暖かくなる
春に工事をするのですが、暖冬の為に工事を早くしてく
ださいとの、お客様のご要望にて工事を早めさせ
ていただきました。此のお宅は明治時代に建てら
れた旧家です。地元では、一番立派な家だと称さ
れております。本当に立派な旧家であります。今
回改修工事をする部分は、昭和に増築された部分
です。・・・はい

意外と知らない！
　　ワンちゃんネコちゃんの雑学 10 選

☆ワンちゃん雑学

①犬は息をしながら水を飲むことができる（人間は
　出来ません）
②犬は常につま先立ちの状態で生活している。
③犬の血液型は全部で 13 種類以上あると言われてい
　ます。
④イタリアのトリノでは条例で犬を 1日 3回散歩す
　る義務がある。（違反すると約 5万円の罰金があり
　ます）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑤犬は車の定員数に含まれない。（車に何匹載せても
　定員オーバーにはなりません）

☆ネコちゃん雑学

①猫は性別で利き手が決まっている。（メスは右、オ
　スは左）
②猫がゆっくりと歩きだすときの第一歩目は必ず右
　後ろ肢から。
③世界で初めて猫カフェをオープンしたのは台湾。
　（1998 年に開店）
④猫が温度を感じるのは舌ではなく鼻。（猫舌は熱い
　ものが食べられない人の形態です）
⑤猫は肉食動物なので魚は好まない。（猫の魚好きは
　日本特有の認識です）

　知っていますか？土地には強い地盤と、弱い地盤が存在します。弱い地盤には弱い理由が、強い地盤
には強い理由があります。2011 年の東日本大震災では東北を中心に甚大な被害がありました、その時
千葉県の浦安市では液状化現象が起こり、家が傾いている様子をニュースでご覧になられた方も多いと
思います。また同じく東北や長野県で起きた水害は、集中豪雨による河川の決壊で大きな被害がでてい
ます。この河川のほとんどが天井川といわれる河川で、水害に遭った建物のほとんどが地盤の低い土地
に住居を建てた事によることが多いのです。100% ではありませんが、地名から昔洪水の被害があった
ことが推測できます。昨年、長野県で新幹線の車両が水没したところは古くは赤沼という場所でした。

　例えばになりますが、【沼】【池】【蛇】等の地名には、昔水に浸かっ
たという歴史が込められています。更に、地震に弱い土地は水害にも
弱いといわれていて、地震のような歴史的な災害が起きた土地を後世
の人に伝えるために昔の人は警告として、土地に名前をつけたそうで
す、これを【崩壊地名】と呼びます。今から 25 年ほど前、死者約
6400 人の犠牲を払った阪神淡路大震災で大きな被害をうけた場所の地
名は深江本町といって【江】という字が使われています、漢字でさん
ずいの付く地名は水にちなんだ警告が込められた土地が数多くありま
す、そう、この場所はかつて海に沈んだ場所、阪神高速道路は、海沿
いを走っていたのでした。

　天変地異の歴史が刻まれた弱い土地には、地震や水害が起こったと
いう歴史が地名に刻まれていることを是非知っていただき、現在は海、
川、沼などが存在しなくても【水】に関係した漢字が含まれた土地は、
買う前に慎重に検討してください。地名は自然災害のリスクを知る為
のひとつの【鍵】となります。

強い地盤と弱い地盤

2.湿生植物にちなむ地名
・芹田・芧沼・芦原・小菅
・菅野・青柳・柳川など芹、
芦、管、柳が付く場合

1. 低湿地を示す地名
・鴨ケ池・大池・赤沼
・長沼・沼崎・池ケ原
など池や沼がつく場合

4. 新開地を示す地名
・明治新田・下沼新田
・笹塚新田・古川新田
など多くは新田がつく。水を
引くために、田は土地が低い
土地に作る

3. 湧き水地点を示す地
名・小泉・和泉・今泉
・清水・井戸・亀井戸
など泉、清水、井戸が
付く場合

5. 氾濫を示す地名
・押切・袋・大曲
・河合・半月など

2020年
    2 月

※祝日は法律の改正により変更になる場合があります。

『たつ』 開店、移転、柱立て、棟上げ、新規事の 
 開始など、すべてに大吉。

『みつ』 建築、移転、開店、祝いごと、すべて吉。

『たいら』 地固め、柱立て、祝いごと、すべて円満。

『さだん』 建築、移転、開店、新規事の開始など、
 すべて吉。

『なる』 新規事の開始は、吉。

『ひらく』 建築、移転、開店、すべて吉。

毎月建築吉日カレンダーを
掲載いたしますので、地鎮祭や
上棟式のスケジュール立てに
参考までにご活用下さい。

建築吉日カレンダー

先勝

建築吉日
（なる）

建築吉日
（さだん）
建築吉日
（なる）

建築吉日
（みつ）

建築吉日
（みつ）

建築吉日
（ひらく）

建築吉日
（ひらく）

建築吉日
（さだん）

建築吉日
（たつ）

節分 立春

建国記念の日

天皇誕生日 振替休日

バレンタインデー

赤口大安

大安 友引

赤口

赤口

先負

先負

先負先勝

先勝

大安

大安

友引

友引

友引

赤口

仏滅

友引 仏滅

赤口

建築吉日
（たいら）

建築吉日
（たつ）

建築吉日
（たつ）

先負

建築吉日
（さだん）

仏滅大安

仏滅

仏滅

先勝

先負
建築吉日
（ひらく）


