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お住まいの事なら

どんなことでも

お気軽に

ご相談下さい！

日ごとに暑さの加わるころとなりました。
皆さまいかがお過ごしですか？

「絆つうしん」vol.100 お待たせしました！

６月

●今月のラッキーパーソン
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※配信の停止を希望される場合は、お手数ですが、弊社までご連絡下さい。

クリック！

クリック！クリック！

クリック！

皆様、お元気ですか？季節は初夏

に入りました。日の長さも一年で一

番長いこの季節は、仕事を終えて

帰っても明るい夕暮れの中、ビール

が飲めるのでかなり好きな季節です。

先月15日、私も67歳の誕生日を迎

え、ささやかに祝いをしてもらいま

した。後期高齢者も間近になり体力

の衰えが身にしみる年齢になりまし

た。

この間、孫の縄跳びに付き合い、手

本を見せようとしたところ、5回目

位で足がもつれ、前のめりに顔から

ダイブし額から血がにじみました。

わざと転んだと思った妻を始め廻り

の冷ややかな視線を感じたあと、孫

の｢ジィジ大丈夫？｣との心配そうな

声に救われた感じでした。

さて今月で｢絆つうしん｣も100号

を重ね、継続していく事の大事さを

痛感しています。私も｢脱サラ｣で商

売を始め38年経ちました。それこそ

｢０｣からの出発で、名もなく、資

金・信用もなく、ないないづくしの

スタートでした。とにかく電話もか

からない、明日の仕事がない状態が

数年続いたことが、走馬灯のように

思い出されます。この間、今は亡き

両親始め周りの皆様に大変お世話に

なった事を改めて感謝申し上げたい

と思います。今では多くのお客様に

支えられ存続できている事に対し感

謝し、これからもお客様や地域に密

着した企業となり、少しでも

社会に貢献できる企業になり

たいと思っています。

どうぞこれからも宜しく

お願い申し上げます。（良）

完完完完 成成成成

「知的な女性」

「知的な女性」「知的な女性」

「知的な女性」周囲の支えや励ましに

感謝して吉。

「読書家」

「読書家」「読書家」

「読書家」あなたらしい生き方に自信と誇りを

持ちましょう。

「個性的な人」

「個性的な人」「個性的な人」

「個性的な人」体力増進や美への追及、

シェイプアップも期待できそう。

「勢いのある人」

「勢いのある人」「勢いのある人」

「勢いのある人」プライベートな時間を大切に。

無理しないでキチンと断ることも大事。

「小柄な女性」

「小柄な女性」「小柄な女性」

「小柄な女性」交際範囲も広がり、分野を越えた

新たな友人に恵まれる見込み。

「超が付くほど真面目な人」

「超が付くほど真面目な人」「超が付くほど真面目な人」

「超が付くほど真面目な人」

臨時収入や掘り出し物を手に入れるチャンス。

「野心家」

「野心家」「野心家」

「野心家」複雑に考えるよりシンプルが一番。

自然体でハッピーでいられる方向へ。

「グルメな人」

「グルメな人」「グルメな人」

「グルメな人」精神的にも強く、ムードメーカー

的役割を果たせそう。

「気前のいい人」

「気前のいい人」「気前のいい人」

「気前のいい人」心と身体を健やかにするお金

の使い方がgood。パワー全開で挽回できます。

「中性的な人」

「中性的な人」「中性的な人」

「中性的な人」勝負の日には明るい色の下着や服

を身に付けると運気は倍増。

「仲良し夫婦」

「仲良し夫婦」「仲良し夫婦」

「仲良し夫婦」適度な気分転換を兼ね、休息や

リセットするのが意外と近道に。

「年の離れた異性」

「年の離れた異性」「年の離れた異性」

「年の離れた異性」年齢の近い人は意外と意見が

合わないことも…。様子を伺ってからがベスト。

施工場所：長崎市鳴見町（Ｙ様邸）

【施工のきっかけ】

タイルの目地割れがあり、床下に漏れて

いるかもしれない。

水栓類も古くなってきた。

【施工のポイント】

既存の浴室が0.75坪の大きさなので、

収まるサイズのユニットバス1216

サイズを選択。採用ユニットバスはＴＯＴＯの「サザナ」を採用。ユニットバスに

よりタイルの目地がなくなり、水漏れの心配は無くなった。

床は、「ほっからり床」、シャワーは節水仕様のエアインシャワーと機能も充実。

今回現場は長崎市のリフォーム補助金を利用しました。

→→→→

着工前

着工前着工前

着工前

完完完完 成成成成

TOTO、DAIKEN、YKK APの3社と出展協賛企業による“グリーンリモデル

“グリーンリモデル“グリーンリモデル
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マリンメッセ福岡マリンメッセ福岡

マリンメッセ福岡で開催されます。

このたび、2日間に渡り、マリンメッセ福岡にて、「グリーンリモデルフェア

2015」が開催されます。

そこで今回、当社では７月４日（土）

７月４日（土）７月４日（土）

７月４日（土）、日頃よりお世話になっております皆さまへ

感謝の気持ちを込めて、貸切バスにおいて福岡への日帰りバスツアーをご用意致し

ました。

参加ご希望のお客様は６月１９日（金）まで

６月１９日（金）まで６月１９日（金）まで

６月１９日（金）までに、お気軽にお電話ください！



  

～ 夏の前に日差し対策 ～

もうすぐ暑い夏がやって来ます。ついクーラーに頼ってしまいますが光熱費は

上がるばかり。本格的な暑さの前に、日差し対策を考えましょう。

◆他にも ◆

レースのカーテンと窓ガラスの間に、

白いサンシェードを取り付けると、

オシャレで日よけにもなります。

薬味に入れると、とっても美味しいみょうが。初夏の香りですね。

どんな栄養があるのでしょうか。

みょうが

① ゆでタコの足は斜めに4mm厚さの

そぎ切りにする。青じそは縦半分に

切ってから横に3mm幅に切る。

ピーマンは薄く千切りにする。

クレソンは3cm幅で切る。

② ボウルにタコとAを入れて、手で

もみ込むように混ぜ、30分ほど

置いておく。

③ ②に青じそ、ピーマン、クレソン、

Bと、ごまを加えてあえて完成！

★青じそ★

日本の伝統的ハーブである大葉は、

ビタミン類、ミネラル類が多く含

まれます。また大葉（青じそ）に

は、抗酸化物質が多く、アレルギー

抑制、抗菌作用、防腐作用、美肌

効果などがあります。

を助ける働きもあるので、これからの季節

は夏バテ防止に効果的です。

◆

◆◆

◆喉の痛みにも

喉の痛みにも喉の痛みにも

喉の痛みにも

みょうがには殺菌効果があり、昔の人はお

にぎりをみょうがの葉に包んで、ご飯が腐

るのを防いだそうです。夏風邪をひいて喉

が痛い時は、みょうがの搾り汁に同量のお

酒を入れてうがいをすると、喉の痛みがな

くなります。

◆

◆◆

◆みょうがの調理法

みょうがの調理法みょうがの調理法

みょうがの調理法

刻んで軽く水にさらし、麺類の薬味や味噌

汁、酢の物などに。あまり水にさらしすぎ

ると、香りがぬけてしまうので注意しま

しょう。みょうがは乾燥をきらうので、

さっと霧吹きしてキッチンペーパーに包ん

でビニール袋に入れて冷蔵庫へ。一つずつ

ラップに包んで冷凍しても便利です。

◆

◆◆

◆みょうがの言い伝えは・・・

みょうがの言い伝えは・・・みょうがの言い伝えは・・・

みょうがの言い伝えは・・・

「みょうがを食べると物忘れが激しくな

る」と昔から言い伝えられていますが、そ

れは昔、インドのお釈迦様の弟子である周

利槃特（しゅりはんどく）が物忘れの名人

で、その槃特の死後、お墓から今まで見た

事もないみょうがが生えて来たので、物忘

れが激しくなる、と言う俗説が広まったそ

うです。

◆

◆◆

◆香りの成分

香りの成分香りの成分

香りの成分

みょうがにはアルファピネンと言う香りの

精油成分が含まれています。

ヒノキや松脂の成分と同じで、発汗、呼吸、

血液の循環を促進する働きがあり、脳から

のアルファー派の発生を増加させるので、

リラックス効果があります。

◆

◆◆

◆夏バテに効果

夏バテに効果夏バテに効果

夏バテに効果

アルファピネンには食欲を増加させて消化

◆

◆◆

◆葦簀（よしず）を立てかける

葦簀（よしず）を立てかける葦簀（よしず）を立てかける

葦簀（よしず）を立てかける

葦簀は古くから日本で使われて来た夏の風物詩です。

日光を遮断し、風だけを通す、簡単で便利なすぐれも

のです。西日があたる方向の窓に立てかけます。

葦簀を立てかける事によって、壁や窓と葦簀の間に空

間ができ、家の中に直接伝わる熱を遮断してくれます。

立てかけるだけで、簡単に設置できます。

◆

◆◆

◆簡単なオーニング

簡単なオーニング簡単なオーニング

簡単なオーニング

オーニングテントを設置するとなると工事費がかかる

し・・・と、おっくうですが、最近は天井突っ張式の

簡単なオーニングが販売されていて人気を呼んでいま

す。床と天井をポールで支えて、オーニングテントを

張る仕組みになっていて、ハンドル式でテントを出し

たり閉まったりできます。

上下でしっかり支えているので、風が吹いても倒れま

せん。ちょっとしたカフェ気分も味わえます。

◆

◆◆

◆緑のカーテン

緑のカーテン緑のカーテン

緑のカーテン

窓の近くに植物を植えましょう。緑のカーテンはツル

性の植物を茂らせて直射日光をさえぎります。

植物から出る水蒸気が打ち水のような効果を発揮し、

部屋の温度が下がります。

ゴーヤやヘチマ、朝顔、ふうせんかずらなどがおすす

めです。


