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あなたの町の大工 高橋工務店

“＠大工さん”は、高橋工務店のお客様
への特別便です。すべてスタッフの手作り
で不定期に発行されます。
俳句・短歌・川柳・詩・創作…
絵画や写真などのご投稿大募集中！！
お気軽にご投稿ください。
おたよりもお待ちしています。

2011年 Vol.3《通巻23号》

１

放射能測定

家庭用の放射能測定器ですが入手い
たしました。測定をご希望の方はご連
絡ください。
いくつかの地点で測定してみたので

すが、どこも基準値ではありました。
ちょっとした目安にはなると思います。

わいわい祭報告－動画で大抽選会

クリスマスの季節になると街中が光イルミネーション
を飾るようになりました。年々その数が多くなり、鮮や
かさが増していきます。
一般家庭でもきれいに飾るお宅もあり、ちょっとした

街のスポットにもなっています。

光を観ていると心落ち着く面があります。
光には、ある種のパワーがあるのかなぁ
その昔、光というのは貴重なもので、それが現

代の私たちのDNAにも残っているのかも知れませ
ん。

今は、光を自由に扱えるようになりました。

さて、クリスマスのプレゼンとを誰か贈ります
か？ （hiro）

街歩き偶然との「めぐりあい」
chance meeting

高橋工務店お散歩プロジェクト

４

介護保険介護保険

高橋工務店は、太陽光発電につい
ては、正規販売・ 施工店のＩＤを取
得しています。また、太陽熱温水器
やガスによる熱エネルギー変換にも
対応しています。次世代のことを常
に考えています。

【材料(４人分)】
さつまいも（皮をむく）400g
玉ねぎ １/２個
牛 乳 400ml
水 200ml
コンソメ ２個
乾燥パセリ 少々

①さつまいもは１ｃｍ位の輪切りにし、皮を剥きながら
400g分を用意し、鍋で茹でます。
箸が通ったらお湯を切り、ボールでつぶします。

②玉ねぎをすり下ろし、電子レンジで１分加熱します。
③①のさつまいもに②の玉ねぎを加え、水で溶きます。
牛乳を加えてから、網でこします。

④鍋に戻し、コンソメを入れて、中火で加熱します。
混ぜながらプツプツ沸騰してきたら出来上がりです。
乾燥パセリを飾って、お召し上がりください。

※中火で加熱する時、バターを２０ｇ足すとこってりし
ます。 （yumi）

バリアフリー改修
住宅設備の設置

その他

窓の断熱工事が基本

子育てご家庭を応援します。
18歳未満のお子様のいらっしゃご家庭、

お孫さんなどへのプレゼント。
用途はいろいろとご活用ください。

2012年３月末日まで有効

50万円以上の工事で適応

￥30,000円OFF

再生可能エネルギー

住み慣れた住宅で安心して過ごすために
川崎市介護保険住宅改修の制度を利用しましょう

《対象者》
要支援１～２・ 要介護１～5 として認定された方

《支給対象の工事》
①手すりの取付
②段差の解消
③滑り防止のための床の改修
④引戸等への扉の取替
⑤洋式便器等への取替

支給限度基準額 ２０万円
自己負担額 ２０万円の範囲内でかかった費用の１割

申請等の手続の一切を行います。
お気軽にお問い合わせください。 （yumi）

はじめての試みとして、インターネットの動画共有サ
イトを利用して、大抽選会の映像を生放送しました。準
備は重ねたものの放送本番はスムーズに映像が配信でき
ませんでした。
録画が下記サイトにありますのでご覧ください。
http://www.ustream.tv/channel/waiwai-tk

再生可能エネルギーとは、一度
使っても、短期間で再生できて枯
渇しないエネルギー資源のことを
指し、なおかつクリーンなイメー
ジを強調した用語として、広く用
いられています。

具体的には、太陽光、太陽熱、
風力、地熱、水力、バイオマス、
波力等のことです。

『断熱』内装内窓は、後付け２重サッシです。
テレビコマーシヤルもしています。
大きさにもよりますが６万円程度です。
ポイントが１．２万ポイント発行されます。
かなりお得感があります。

《断熱サッシ》

（例）バスルームリフォーム
・ 窓 7,000ポイント
・ バリアフリー（手すり・ 段差解消・ 幅員拡張）

合計35,000ポイント
・ 断熱浴槽 20,000ポイント
総合計 62,000ポイント

復興支援（ポイント）
ポイントの半分以上を被災地支援の商品との交換が必

要です。また、追加工事としての交換も可能です。
詳細は、お問い合わせください。

ジャガイモで作ると普通のポタージュです

が、今回は食物繊維の多いサツマイモで作

ってみました。ちょっと甘口ですが、身体

が温まるスープです。

高橋工務店の介護保険

川崎市介護保険住宅改修費等
受領委任払い取扱事業者
－－－－－－－－－－

福祉住環境コーディネーター
福祉用具専門相談員

介護福祉士

だけのお支払い。
ご負担が楽になります。

１割
取扱い業者なので

常駐



グルメリポートグルメリポート

ナデシコ科ナデシコ属の多年草です。秋の七草の
一つです。７月～１０月にかけて河原や野原に咲い
ています。花の先が細かく切れ込んでいるのが特徴
です。
その昔、「大和撫子」といえば日本女性の代名詞

でした。花の姿がつつましく控えめな女性をイメー
ジしたのでしょう。
最近では『なでしこジャパン』が有名ですね。

（hiro）

３２

各種断熱材が発売されています。
壁、床、屋根、ガラス、ドア…あらゆるところ

です。
リフォームにも使いやすい商品がたくさん出て

います。住宅版エコポイントを利用すれば、ポイ
ントもつきます。
この断熱というのは、ここ近年の国の動きです。

国というよりも全世界的な動きで
す。資源・ エネルギーについて考
える必要があると実感します。
窓際のカーテンを断熱仕様にする

など簡単にできることからはじめ
るのもよいと思います。（hiro）

ちょっと
ひと言 地球にやさしい家に住もう

パソコン奮闘記 VOL.3
ネットスーパーと不動産価値

最近、注目されているのがネットスーパーとよ
ばれるものです。

自 宅近くの店舗から注文したその日のうちに商品を届け
てくれるのがネットスーパーです。
イトーヨーカドーが圧倒的に群を抜いており、イオンがそこに

続いています。また、各地のスーパーも次々と参入しています。
不動産の広告では、ネットスーパーの対応エリアによって、不

動産の価値がかわるようです。
アンケート調査によると、主婦が感じるネットスーパーの魅力

トップは「重い・ かさばるものを届けてもらえる」こと。ほかに
「買物時間が節約できる」「都合のよい時間帯に配送してもらえ
る」が多く挙げられていました。また、１度利用すると継続して
利用するという傾向があるようです。
昔ながらのご用聞きに似ているのかもしれません。
今度利用してみようと思っています。（hiro）

－－ナデシコ（撫子、瞿麦）－－

遊び心たっぷり”ディズニーのおウチ”です。
「玄関まわり」「リビングルーム」「子ども部屋」「水まわり」

Panasonic製品で楽しいディズニーと出会えます。
色やタイプもさ

まざまで、いろい
ろな組み合わせが
できます。お部屋
の雰囲気に合わせ
て、自分なりの
コーディネートが
楽しめます。
照明器具も用意されているので、トータルにコーディネートするこ

とが可能です。
子ども部屋にはもちろん良いのですが、寝室も

メルヘンチックにコーディネートするのがよいと
思います。
わくわくする家づくりも応援しています。

（hiro）

ディズニーシリーズのおウチ

凄腕の殺し屋レオンと１２歳の少女マチルダの純愛と

戦いを描いた作品です。

この不釣り合いの２人だがお互いが大切な存在になっ

ていく過程と人間の孤独さと絆を表現しています。

レオンは"No Womem,No Kids"（女と子供は殺さない。）

という男らしさと牛乳を２パック飲み、観葉植物を自分

の子供のように大切にしているところが、人間の深さと

不思議さを感じさせてくれます。

また、１２歳のマチルダは、殺された４歳の弟の復讐

をするという、あってはならない人間像を複雑に描いて

います。

このマチルダを演じるナタリー・ ポートマンがとても

魅力的です。

ナタリー・ ポートマンは、スターウォーズエピソード

３で、アミダラ女王を演じています。そして、ブラック

スワンでも好演しています。

レオンのセリフで「君は心は大人であっ

て、体がこれから追いかけてくる。僕は、

体は大人であっても心は子どものままだ」

心に残るひと言でした。(hiro)

私の好きな映画『レオン』

俳句

・あの日から夫の横顔林檎剥く（高香）
・かぶりつく童の頬と冬林檎（高香）
・山粧う黄色い声がこだまする（高香）

読者の皆さまからのご投稿 大募集！！
俳句・ 短歌・ 川柳・ 詩・ 創作…
絵画や写真などでもＯＫです。
お気軽にご投稿ください。

FAX 044-975-0836 メール info@daiku-san.net
TEL 044-977-2348

hiroの気ままな
エッセイ③

2011年ヒット商品

白ココア

もう2011年もわずかとなりま
したが、ヒット商品に選ばれ
た”白ココア”をはじめて飲ん
でみました。
その商品は、「ネスレ ココ

アドール 白ココア」というも
ので、真っ白な粉末状ココアで
す。
温めた牛乳を注いで、飲んで

みました。
従来のココアとは、違う飲みものでした。
ホワイトチョコを牛乳に溶かした感じでした。
甘さは、あまり感じなかったのですが、ほんのりと甘かっ

たです。
この甘さが微妙でした。
昔は、甘さをほしがっていましたからね。

いよいよ本格的な寒さが到来します。
体のなかから温める飲みものがほしくなるので、いろいろ

と試してみたいと思っています。（hiro）

リンゴの唄
発祥の地

父のふるさとは、秋田県横手市です。
横手市は、焼きそばやかまくらで有名
です。
毎年、リンゴが送られてきます。
横手市は、リンゴの名産地でもあります。特に横手市増田

町は、秋田リンゴの発祥の地です。
また、戦後映画の第1号『そよかぜ』のロケ地は、増田町で

した。この映画の挿入歌が「♪赤いりんごに～」で知られる
「りんごの唄」です。
品種は「ふじ」が中心で、蜜が入ったリンゴは海外でも人

気だそうです。 （hiro）

商品おすすめ


