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揺れる前に知らせる

「緊急地震速報」開始！

いよいよ
１０月１日より
スタート

地震は、
Ｐ波と呼ばれる小さな揺れのあと、
Ｓ波と呼ばれる大きな揺れが来ます。
緊急地震速報は、このＰ波をとらえ、地震の規模や震源地を予測し、大きな揺れの
Ｓ波が来る数秒から数十秒前に発表するものです。気象庁は、震度５弱以上と予測
された時発表します。
ただ、震源の近くでは、情報が間に合わないこともありますし、予測震度で、プ
ラスマイナス１程度の誤差があるといった技術的な限界もあります。しかし、わず
かな時間を生かして地震の被害を減らすことができるものと期待されています。

「備えあれば憂い無し」です。
日頃から家族で「避難場所」
「連絡方法」
「心得」などを話し合いましょう。
また、非常持ち出し用品として「飲料水」
「食料」
「ラジオ」
「携帯コンロ」
「下着」
「衣類」
「ろうそく(懐中電灯)」等々を準備しておきましょう。
(付録として「非常持ち出し用品チェックシート」を作成しました。是非お使いください)

(材料 ４人分)
サバ・・・3 枚におろした切り身 1 尾分
タレ・・・練り辛子 チューブ 1 本
しょうゆ・酒 各大さじ２
揚げ油・片栗粉

サバの辛子風味揚げ

旬の「サバ」を使った料理です。
サバには血液をサラサラにする効果が
あり、生活習慣病の予防になります。

(作り方)
1. サバは２cm のそぎ切りにします。
2. タレの材料をよく混ぜ合わせてから、サバにからめて、10 分
ほど漬け込みます。
3. サバに片栗粉をまぶし、余分な粉を落とします。
4. 170℃の油でカラッとするまで揚げます。
＊タレに驚くほどたくさんの辛子を使いますが、油で揚げると
辛味はとんでしまい、辛子の風味だけが残ります。
＊つけ合わせに、４cm 位に切ったアスパラを、160℃の油でサッと
揚げると、彩りが綺麗になります。

①

グルメ通信

---築地丸武の玉子焼き--アニー伊藤のお店

築地丸武の玉子焼きは、テレビなどでおなじみのテリー伊藤さんの実家です。
現在は、アニー伊藤さんが３代目として店を守っています。
築地丸武の卵は、餌から管理する契約農場から直送の新鮮卵を使用しています。
余分な添加物は一切加えず、素材のうま味と秘伝のダシで、熟練された職人が丹念に焼き上げています。
素材が一番分かると思い『厚焼き玉子焼き（プレーン）
』とエビ好きなので『厚焼き玉子焼き（海老入
り）
』を食べました。
味は、甘味が強い玉子焼きで、断面を見ると綺麗な層状になっていて手作りなのがよく分かります。
表面はしっかり焼きがついているのに中はふわっとした絶妙な食感です。
この味は、さすが老舗の味だと感じました。
海老入りもおいしかったのですが、やはりプレーンが卵の味、だしの味を堪能できるのでよいと思い
ます。
価格は、６００円くらいだったと思います。
ラゾーナ川崎で購入したのですが、たまプラーザ東急でも販売されているようです。ただ、常設では
ないのかも知れません。
（hiro）

---銀座カクテル--- フルーツ専門店銀座千疋屋が選んだ
サントリーが販売している『銀座カクテル』は、フルーツ専門店“銀座千疋屋”とのコラボレーションでうま
れたお酒です。種類は「グレープ・パイン・グレープフルーツ・マンゴー・ピーチ…」などがあります。
銀座千疋屋という憧れにも近い名前に誘われて、普段お酒は飲まないのですが購入しました。
味は、迷ったのですが高級そうなピーチ味を選びました。
甘くて、桃の味が濃厚で、濃い目の桃ジュースという感じです。お酒という感じは一切しませんでした。
おいしくてガブガブと飲みました。ところがやはりお酒です。完ぺきに酔いました(◎-◎)。
女性には好まれる味だと思います。お酒ということを忘れずにぜひお試しください。
（hiro）

私と映画 《お気に入りの俳優》
私の本棚から
「ワタシとまめゴマ日記」
１～３巻
主婦と生活社より
最近、人気キャラクターを題材にした、ただの絵
本とは違う、大人向けの癒し系の本が出版されるよ
うになりました。この「まめゴマ日記」もその一つ
です。まめゴマというのは、手のりサイズのアザラ
シで、ペットショップから買ってきたという設定で
始まるのですが、これが本物の生き物のようにリア
ルに表現されているのです。ワタシの日常生活を通
して、ペットを飼う時に付きもののさまざまなトラ
ブルを解決しながら、楽しく暮らしている様子がと
ても微笑ましく、ついつられて笑ってしまいます。
ペットショップのお兄さんへ思いを寄せるワタシが
今後どうなるのかも気になりますが、とってもマイ
ペースなまめゴマのゴマおの活躍にも、まだまだ期
待できそうです。本を読むのはちょっと・・という
方でも気軽に手にとって楽しめる一冊です。かわい
らしい「まめゴマ」に癒されてみませんか？
（yumi）

「オスカーを４回受賞した
ただひとりの俳優」
その人の名は「キャサリン・ヘプバーン」
です。決して正統派美人女優ではない
が、飾らない性格と知的な雰囲気、確かな演技力で
世界中から愛されました。
「旅情」
（ベニスを舞台に
繰り広げられた切ない恋の話、
ラストシーンが有名）
の演技では「無邪気な美人」を演じました。アカデ
ミー賞主演女優賞受賞作品で一番印象に残るのが
「招かざる客」です。娘が黒人(シドニー・ポワチエ)
の青年を婚約者として連れてきました。母として白
人として、そして女性としての演技。父(スペンサ
ー・トレーシー)は新聞社の社主、日頃人種差別と戦
う論調を展開してきましたが、娘が黒人と結婚する
となるとは想像もしていませんでした。人と人の感
情がぶつかり合う演技、熱くなりました。一度ご覧
になることをお奨め出来る１作です。(hide)

②

トランプの絵札って誰？
○ ○ 普段何気なく遊んでいるトランプ。その絵札に描かれている顔をじっくり見たことはありますか?
○
みんなそれぞれ顔が違い、実はデザインの元となったモデルがいるのです。
例えばＫ（キング）の場合、 ♥＝西ローマの皇帝シャルルマーニュ（カール大帝）
♠＝ダビデ王（古代イスラエル国王） ♦＝ジュリアス・シーザー（カエサル） ♣＝アレキサンダー大王
といった具合に、Ｑ（クイーン）Ｊ（ジャック）にも、それぞれモデルが存在するのです。
そもそも現在のトランプのデザインの元となっているのは、１４～１５世紀にフランスのパリで作られたも
ので、トランプそのものの起源については様々な諸説があり、はっきり分かっていません。
また、♥♦♠♣のマークにも意味があり、当時のヨーロッパ社会の四階級、
♥＝聖職（聖杯）
♠＝騎士（槍） ♦＝商人（貨幣） ♣＝農民（棍棒）
を表すとされています。
そして、何故かスペードのＡ（エース）だけが大きくデザインされて印刷されているのは、１６２８年、
イギリス政府がスペードのエースに税金をかけ、それに捺す納税証明印のデザインを複雑にすることで偽造
を防止するための名残だそうです。尚、日本でも以前はトランプ類税法により税が課せられていましたが、
消費税導入時に廃止されました。トランプといえど、その歴史の深さには本当に驚くばかりです。

HIDE の 部屋

【F☆☆☆☆】

≪雨仕舞(あまじまい)≫

F☆☆☆☆で「F フォースター」と読みます・・・
JIS 工場で生産されるJIS 製品に表示することが義務づけ
られている、ホルムアルデヒド等級の最上位規格を示すマー
クです。記号無しから、F☆☆、F☆☆☆が有ります。使用に
当たって制限が有りますが最上級のF☆☆☆☆には使用制限
は有りません。床・壁・枠・合板類・接着剤・ノリ・ドア・
塗装材・その他ありとあらゆる物にマークが付いています。
当社は当然F☆☆☆☆の材料や商品しか使っていませんが
この規格は現在建築関係にしか義務づけられていません。従
って新築やリフォーム工事をして室内が空の時は有害物質
は発生しないのですが家具を入れたとたん
目がしょぼしょぼしたりと症状が出ること
が有ります。困った事です。
早く全商品への義務化を望みます。

最近は雨が降ると「豪雨」が多くなりました。雨
に関する建築用語は「雨樋(あまどよ)」
「雨戸(あま
ど)」
「雨押え(あまおさえ)」
「雨返し(あまがえし)」
等々いろいろ有りますが、
そこで一番気になる言葉
が「雨仕舞」です。
意味としては「雨が入るのを防ぐ仕組み」ですが
この「仕舞(しまい)」は建築用語では「細部の仕組
みを指す」
「仕上の収まり」などの意味に用います
が辞書で「仕舞」を調べるとなんと「能の一部を素
で舞うこと。能における略式上演形態の一種」と言
う意味があるそうです。
能と建築の関連は判りませ
ん、
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えくだ
さい。
建物にとって
「雨仕舞」
が悪いと雨漏りがしたり、
雨がしみこんできたりと、建物の腐り、金
物のサビ、白アリ発生などと建物の寿命を
縮めます。天井や壁にシミが見えたら要注
意、早めに対処したいですね。

HIRO の福祉教室

―――「PTA 活動から PTCA へ」―――
各地でいじめ問題が起きているようです。そして、最悪の場合は、自殺してしまうというケースもあります。
また、親による虐待のニュースが報道されることも多いです。
子どもを取りまく環境、育てる環境に何かが起こっている感じがします。
昔からいわれているのは、地域で子供を育てることの大切さです。私は、学校も地域の一員として、もっと
開かれたものになることが大切だと感じています。
そこで、ＰＴＣＡという考え方が出てきます。従来型の学校は、
「ＰＴＡ」Parent Teacher Association（親
と教師の会／保護者と教職員の会）が組織され中心的でした。
ところが、
「ＰＴＣＡ」は、PTA に Community(C)を加えた略語です。つまり、
《保護者と教職員と地域住民の
会》ということになります。
各地で、PTCA の動きがあるようですが、組織化する難しさもあるようです。この危機的な状況にあって、地
域が学校に介入する必要があると強く感じます。
（NPO 法人地域福祉研究室 pipi 理事長）

③

～空き部屋の
有効利用～
―― 高橋秀一 ――
使っていないお部屋をそのままにしていませんか？
お部屋の広さによりますが、リフォームでオーナーになれます。
炊事場とトイレを造れば・・・
例えば学習塾に貸したり、趣味のお教室に変身と。お部屋の大きさによっては貸事務所や貸店舗と結構
利用価値が有ります。
また、地域にもよりますが、大学などは留学生やインターン
シップ生のために学生の自宅の空き部屋を募集していたりします。
最近は地域社会において各家庭に散在する空き部屋や未利用
空間を登録して「空き部屋ネットワーク」をつくり、活力あ
る「分散型コミュニケーション空間」を構築すると言う考え
を唱えている方もいらっしゃいます。
もちろん空いているお部屋を思い切ってリフォームして
「家族の憩いの空間」にも出来ますし「ホームシアター」な
ど楽しい空間にもなります。
「空き部屋空間を楽しんでみましょう」

悪徳商法にご注意！！

Ａ賞「特産品ゆうパック１個(5,000 円相当)」

5289／6607／9023
Ｂ賞「特産品ゆうパック１個(1,000 円相当)」

709
景品交換期限は平成 20 年 3 月 4 日(火）まで
＊郵便局で再度お確かめください。

地上デジタル放送がはじまり、
2011 年７月よりアナログ放送が完全に終了します。
「地上デジタル放送に関わるＵＨＦアンテナ受信端末切り替え工
事」と銘打った架空の請求書が届いたり、
「地上デジタル波アンテ
ナ助成金」を受けるために指定口座に○○○○○円を振り込むよ
う案内が届いたりと、悪徳商法がだいぶ出てきています。

地デジ放送に関する誤った情報に基づく関連商品の悪徳
商法には十分お気をつけください。

『１０月１０日 長沢ひろば祭』開催！！！
弊社も参加しているコミュニティー・スペー
ス「長沢ひろば」(多摩区南生田４－１１－５)
でイベントを開催します。

弊社は粗品をお配りいたします。
また、
「ひろば福袋」が先着３０人様にも
お配りする予定です。
是非足をお運びください。
［ホームページ http://www.n-hiroba.net］
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