実家の片付けをしている時にお米券を5枚発見！
姉妹で「折半やね」と笑いながら、エプロンのポケットに入れ作業続行。
翌日、洗い終えた洗濯機の蓋を開けると、白い紙屑が洗濯物全体に張り付く始末。
そうです、やってしまいました。ポケットの中のお米券です。
幸い、その白い紙屑は外封筒で、中のお米券はしわくちゃになったものの、
貼り合わせ干すと、かろうじて原型をキープ。
スーパー「ライフ」さんでレジの人に相談すると、サービスカウンターの方が吟味。
番号が消えていないので使えますといってくれました。ほっと安心、お米を購入することが出来ました。
洗濯する時は全ポケットの点検は必要ですねぇ～

コロナ禍も3年目 となり、 日々終 息への 願いはつのりま す。
うがい・手洗いは 当たり 前、マスクにおいても
玄関で靴を 脱いで、 取りに戻ること も無いくらい定 着していま す。
バッグに予備を 入れ ていま すしね。
先日も「大 特価・国産」、 なぁんて書 かれている キャッチコピ ーに
惹かれ50枚入りを得し た気 分♪ で購入。
安かろう・悪 かろう・・・まぁ上手く言った言 葉です。
知るメーカ ーである ものの、 生地が 薄い・フィットしない・・・
これを50日も使 うの かと憂鬱 になる。
でもでも、 あの マスク不足 の時 に比べ れば有 難いです。
ドラッグ・スーパ ー・ ディスカ ウントショ ップから、マスク・うがい薬・
消毒液が 消えま したよ ね。それを思えば有 難く使 う事と しま す。
まだま だ先を 見通し づらい 状況では ありま すが、
皆様、ご 自愛の ほど心よりお祈りし ておりま す。

百均ショップでレジ待ちをしている時、
前のお客さんの購入商品を思わず二度見！

その人は、急な葬儀が入ったのか、
黒いネクタイ （ゴムの輪っか付き、頭から被るだけの代物 ） と、
白いハンカチ・黒い靴下・それなりの数珠・3枚入り香典封筒の
計5点、税込550円。
揃うんやぁ。。。 百均でお葬式に行けるんやぁ。。。っと。
まぁ、その一つ一つの百円のクオリティの高さにも驚きましたけどね。
上を見ればキリがない、下を見てもキリがない、等とよく言ったりします・・・
こんなに安価なラインナップとは誰も気づかないだろうとお店を後にしました。
勉強させて頂きました (笑)

ひら

老若男女、今やスマホの扱いに慣れ、キャッシュレス化も定着してきました。
スマホと言えばアプリ。身近なお店のアプリには日々参戦しています。
新聞の折り込み広告も目は通しているものの、買い物前には必ずスマホをチェック。
日頃からクーポンをゲットする為にガチャを回したり、
キャンペーンにエントリーしたり、まさにライフアプリ「開かぬ日無し」なのです。
結果、上手い具合に誘導され、お店選びへと繋がります。
少し得した気分で釣られています (笑)。

FAX

06-6714-0374

E-Mail

info@e-taihan.net

この時期美味しい果物と言えばリンゴですよね。
私も好きで、毎年青森農協から箱で購入しています。

毎朝一個剥いて朝食に。残った分は塩水にさらし酸化から
ガードしてタッパに保存してその日のうちに食べきります。

ズラリと並んだ雪だるま。

友人が北海道から送ってくれた写真です。
旭川駅前のスケート場広場で作られていたそうです。

ところが、栄養面から言えば、皮ごと食べるのがいいようで、
先日テレビで輪切りにしていたのを見て真似てみました。
美味しさも増す気がするし、種のきわまで食べれて中々お勧めですよっ！
切ったリンゴが茶色になるのは、
リンゴに含まれる ポリフェノール
の一種であるエピカテキンやクロ
ロゲン酸が酸化酵素によっ て空
気と反応して酸化し変色するか
ら。 よくリンゴの変色を防ぐ方法と
してあげられる「塩水につける」方
法ですが、この場合、ナトリウムイ
オン がリンゴのポリフェノー ル類
の周りにガードする壁を作って く
れて、酵素の働きをストップし、酸
化を防いでくれるんだそうです。

雪に馴染みのない大阪に住んでいる者からすると、なんと
ほっこりする光景、よく見ると、このだるまさん達一個ずつ
顏の表情が違うんです！
年が明け、落ち着いていたコロナも、再び急激な感染力を見せ
ています。
我が子の学校も登校・休校の繰り返し。
その中、この写真を見て顔がほころびました。
常に皆が感染対策をと神経をとがらせています。
今は我慢の時、
コロナが収束したら、北海道に行きたいな～。

芯が邪魔なら先に4/1にカット
取り除いておくといいですね

スーパ ーの買 物が終 わり 駐輪場 に向 かって いると 、電
動車椅 子に乗 ってき た年 配の男 の人 が止め ようと して

車
道
側

いる姿が あった んです 。でも、どう見 ても自 転車と 自転
車の間隔 が、少 し狭い だろう と感じ たので、自転車 を移
動して あげよ うと思 って いたら 、その 人は 右側の 自転
車 1 台 を グ イ グ イ 押 し な が ら 前 進、 ガ ッ ガ ッ ガ
ピッー っと音 と共に ステ ンレス 製の 柵に電 動車椅 子を
ぶつけ止 ったん です。意外と、勢いよ く突っ 込んだ ので

る人だっ たのね ～
電動車 椅子 は足が 悪い 人だ けが利 用す るので

ビックリ したわ ～！
倒れる ことな く前に ズル ズル押 し出 された 自転車 を、
その人 は電動 車椅子 から 降りて 、元の 場所 まで移 動さ

はない んで すね、 安定 感があ るか らこ れから
利用す る人 が増え てき ます よね。 駐輪 場に別
枠で電 動車 椅子が 止め れる 場所が 必要 となる

せたのを 唖然と 見てい た私… 歩ける し、意 外と力 もあ

時代なん ですね 。

毎日仕事で顔を合わせている隣の席の人
数十年前からの友人・知人・ご近所さん等
メールやラインは知っていても、
それ以外の連絡先は案外何もわかっていないものです。
急を要し、ご家族に連絡をということがあっても、
その親しさレベルをよそに、
本人以外の情報って何も出てこないものです。
なので、今回第一連絡先となる人の携帯番号を交換しておいて
ほしいと切り出すと、多くが快く引き受けてくれました。

駐
輪
場

私の場合ですが、
以前主人が、大阪より東京に単身赴任をしていた際、
連絡手段は携帯電話だけというのも不安なため、
勤務地で一番身近な同僚の携帯番号を、
何かの時のために登録させて頂いていました。
今や、何をおいても一番身近なスマホ。
このお正月は、年賀状を見て
スマホの電話帳を整理するのもいいですね。
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