発行元 高橋工務店 〒216-0015 川崎市宮前区菅生２−２１−１２ ℡０４４−９７７−２３４８

12 号
平成 20 年 8 月 12 日発行

＠大工さん

ホームページ http://www.daiku-san.net メール info@daiku-san.net

子ども環境ミーティング
７月２５日に子ども環境ミーティングが国際交流センター（中原区）で開催されました。
私も“新エネルギー振興協会”の一員として参加しました。
市内の２中学校が校内での eco の取り組みについて、スライドを使いながら発表しました。
先生の指導があったとは思いますが、なかなか堂々としていて
良かったです。
その後、発表した２校に１校を加えて３校にて、意見交換が行
われました。
市長も参加し、ストレートな意見交換も行われました。
３校のひとつは、菅生中学校の生徒さんたちで、環境委員会の
生徒さんが発表されました。
「今なら間に合う 私が地球のために できること」
とてもすばらしいスローガンです。
平瀬川サミットなど地域の人たちと共同しての取り組みなどが
発表されました。とても頼もしかったです。
私たちも地元企業として、また、地元住民として、環境について考える必要があるとあらためて感じました。
子どもたちから学ぶことは多いです。
（hiro）

夏バテ防止
――ゴーヤーと豚バラの
にんにく炒め――
ゴーヤーはビタミンＣやミネラル
が多く含まれていて、夏バテや食欲増
進に効果的という夏にはもってこい
の食材です。
ただ、苦味の強い野菜なので、苦手
な方も多いかも知れません。
塩もみを十分すると若干、苦味が和
らぐような気がします。

（材料 ３人分）
ゴーヤー １本
豚バラ肉 ２００ｇ
にんにく（みじんぎり） ２かけ
顆粒だし 小さじ１／２
しょうゆ 大さじ１／２
（１）豚バラ肉を２ｃｍ幅くらいに切って用意しておきます。
ゴーヤーもスライスして塩もみをし流水ですすいでおきます。
（２）フライパンに薄く油を引き、豚肉とにんにくを炒めます。
（３）お肉の色が変わったら、ゴーヤーを加えて軽く炒めてから、顆
粒だしとしょうゆで味付けをします。
☆豆腐を多めに入れてゴーヤーチャンプル（炒める）にすると苦味が
和らいで食べやすくなります。
沖縄では、この苦味をおいしく感じるようになったら、大人の仲間
入りだそうです。
（hiro）

①

《葉山マローウのビーカープリン》

グルメ通信

食べ終わった後も使えるビーカー
使い方はあなたしだい！！

葉山マーロウのプリンはビーカーに入っている珍しいプリンで有名です。
このビーカーは、パイレックスの耐熱ビーカーで、コレクターもいるらしいです。
とても洒落ていてかわいらしいビーカーです。
さて、プリンの味ですが、北海道根釧地区の牛乳と新鮮な地卵や放し飼い有精卵を
使用しており、なめらかな舌触りと卵の味が前面に出て主張しているプリンは、どこ
となく懐かしく昔ながらの正統派プリンという感じです。
プリンの種類は、北海道フレッシュクリーム・カスタード・丹波黒豆・黒みつ・かぼち
ゃ・チョコレートなど数十種類ありますが、一番人気でもある北海道フレッシュクリーム
プリンがおすすめです。
本店は葉山ですが、横浜そごうに店舗があります。また、レシピ青葉台や港北東急など
の催事コーナーなどに期間限定で出店されることもあります。価格は、ちょっと高めの 700
円前後です。ビーカーは、お店で 200 円で返却できます。ぜひ一度お試しください。
（hiro）

――ゆずワイン――
毎日、暑いですね。私は、アルコール類はあまり口にしないのですが、たまに（月に１
回程度）軽いお酒を飲みたくなります。
また、珍しいもの、新しいものが好きな性格なので、お店で“ゆずワイン”というもの
を見つけたので口にしました。
ゆずの爽やかな香りですっきりとした味が良いです。ただ、大量には飲むという感じで
はないので、食前酒として良いのではないでしょうか(^.^)
同じシリーズで梅もあるようなので試してみます。
（hiro）
音楽が素敵！！

私の本棚から
蟹工船 小林多喜二

私と映画
「ラストコンサート」

かなり古い本ですが、今、話題になっていてコ
ンビニなどでも販売されている。
この本の出版された 1929 年当時は世界恐慌の
年で、失業者が増えていた時代で、今とどことな
く似ているのかも知れない。
「蟹工船」はドル箱で船主と水産会社、商社は
当然労働者にムチを入れる。中間管理職の現場監
督はノルマ達成のため工員にさらに厳しくムチ
を入れる。
学がなかったり、借金があったりと劣悪な環境
にも抵抗できずにいた工員たちだが、団結しみん
なでストを起こす。この勇気と踏み出した工員た
ちの団結の一歩は、ドキドキと胸が高鳴った。
はじめて読んだのは中学生の頃だった。その当
時と感じ方は違ったとは思うが、プロレタリア文
学が何かは分からなかった。でも、素直に読んで
いて面白い作品だった。（hiro）

冴えない中年ピアニストと偶然出会った白血病で
ある少女と結婚する物語で、ストーリーは、想像で
きるものの不思議と映像・音楽に引き込まれていく。
少女は「私のかわりに生きてくれる人がいたら」
という思いであった。
そして、ピアニストの彼と出会った。
「くやしいけど とても幸せ」
彼女が自分のいのちを理解した上での言葉がとて
も痛い。
明るすぎる彼女と暗く・影のある男。
彼女の明るさは、表面的なものであると想像する
と辛い。
何となくではあるが、イタリア映画独特のカメラ
位置のような感じがする。
脚本自体は、ストーリー性もあり良いと思う。
ただ、病人であるのに健康体で美しすぎるという
リアリティーにはかける。
（hiro）

②

HIDE の 部屋 LED 照明器具
次世代の光源として注目をあびている
LED。この高輝度 LED は、驚くべき省エネ
ルギーと長寿命を実現した、地球環境にも
やさしい光源です。
各メーカーも家庭用 LED 照明器具のラインアッ
プも増えてきました。
しかし、まだ高額ではあります。
近い将来、白熱灯はなくなり、蛍光灯から LED
へと移行していくと思います。
技術の進歩には驚くばかりです。

７月１日創刊
―――頭の体操 なぞなぞ ―――

１．真ん中に色がついてる電化製品ってなに？
２．すっぱい牛が得意なスポーツってなに？
３．一本で７本ある果物ってなに？
回答は最終面

【夏を涼しく】

昔ながらの知恵
を利用する！！

毎日暑いですね。
冷房を使っても冷えないという経験をされた方も多いと思います。
戸建て住宅の場合、開口部である窓から約 70％の熱が入ってきます。
つまりこの開口部から入ってくる熱を入りにくくする工夫が必要になってきます。
昔からの知恵として“葦簀（よしず）
”や“簾（すだれ）
”はかなり有効な方法です。
ポイントは、窓の外で熱を遮断するということです。
最近では、おしゃれな商品も出ているので利用されると良いと思います。
ただ、部屋が暗くなったり、見栄えを気にされる方は、オーニング（日よけ）や冷暖
房効率や結露防止などで抜群の効果がある複層ガラスなどが
あります。
他にも遮熱フィルムや遮熱コート、遮熱カーテンなどさまざまな商品があります。
今の時期からは、遅いのですが、アサガオやヘチマのように、ツルが伸びて何かに
巻き付いて伸びる種類の植物で作る、緑のカーテンを利用することも効果があります。
熱を管理して“夏を涼しく”過ごす工夫をされてください。
（hiro）

HIRO の福祉教室

体を冷やすのもいいね。
でも、冷やし過ぎ注意！！

関連して、高気密住宅や太陽
光発電、エコキュートなども
ありますが、すぐにできるこ
とからはじめてみませんか？

『二宮尊徳の考え方』
二宮尊徳（金次郎）は、幕末の思想家、農村復興運動の指導者として有名です。
戦前は修身教育の重要な手段として、薪を背負って本を読む少年時代の姿が、全国各地の小学校の校庭など
に金次郎像が建立されていたようです。ところが近年では見かけることは少なくなりました。
尊徳の考え方を報徳思想と呼びます。この核となるのが、「勤労・分度・推譲」の三本柱だといわれます。
まず大切なのは、一生懸命働いて収入を得ます。収入は全部つかってしまわず、限度（「分度」）をわきま
えてつかいます。これにより収支のバランスがとれた安定した生活ができます。
そして残りは、寄付すること（「推譲」）だとされます。
推譲は、分度を確立した上で行うもので、収入の一部を将来のために譲ることをいいます。自分の子孫のた
めに譲ることは考えられるかも知れませんが、村おこしのために、社会のために譲ることはなかなかできない
かも知れません。
しかし村や社会が豊かになれば必ず自分に還元されるそのために将来に渡る生活の安定幸福の保証のために
必要なものが推譲だと説いています。
地域福祉、地域の支え合いの原点ではと思っています。高橋弘幸（NPO 法人地域福祉研究室 pipi 理事長）

③

〜洞爺湖サミット ゼロエミッションハウス〜
ゼロエミッションハウスとは、最先端技術を使った近未来型環境住宅のことです。
日本の最先端環境技術のデモストレーションとして、太陽光発電、燃料電池、環境配慮建材が経済産業
省が主導してつくられました。
近未来とはいえ、実際に太陽光発電をは
じめ利用されているものは多いです。
日本の技術は、世界レベルなのですが、
なかなか利用されていないことが残念で
す。
６月に発表された“福田ビジョン（低炭
素社会日本をめざして）
”では、住宅の視
点からの提言もされています。
原油高騰、化石燃料の枯渇にむけて、エ
ネルギーを作りだすことがポイントにな
りそうです。
日本ではじめて住宅用に開発された京セラ太陽光発電を弊社自宅兼事務所では設置しています。発電量を
表示するパネルも事務所に設置していますので、お立ち寄りいただければ幸いです。また、ゼロエミッショ
ンハウスでも採用展示された、エネルギーを使わず自然の力で湿度をコントロールし、結露やカビ・ダニの
繁殖を抑えることが期待できる「エコカラット」の展示もしています。
弊社では、ゼロエミッションハウスの技術をいち早く取り入れ、関連企業とも連携しています。
（hiro）

“＠大工さん”は、小社の
お客様への特別便です。ス
タッフの手作りで不定期
に発行されます。今後とも
よろしくお願いします。

市民共同おひさま発電所完成記念イベント

④

電話番号変更のお知らせ
０８０−７０７４−２３４８
（高橋弘幸携帯番号）

▼現在︑小社事務所の建設をしていま
す︒９月には開所する予定でいます︒
お近くの方お立ち寄りください︒商材
の見本なども展示する予定でいます︒
︵ hide
︶▼三十年振りに浴衣で盆踊り
に参加︒情緒があって見た目は良さそ
うでも︑この暑さでは大変でした︒
︵ yumi
︶▼福田ビジョンはドラマチッ
クなものでした︒また︑東京都では︑
オリンピック誘致のアピールとして
環境都市化を目指しているようで︑住
宅用太陽光発電の補助事業にも力を
入れるみたいです︒東京都の動きもあ
って︑経済産業省や他の行政機関の情
報からかんがみて︑来年度から住宅用
太陽光発電に 万円ほどの補助金が
出そうです︒太陽光発電も身近なもの
になるかも知れません︒
︵ hiro
︶

川崎初！市民・事業者の寄付とグリーン電力基金に
よって、川崎市国際交流センターに、太陽光の市民共
同発電所が設置されたことを記念するイベントです。
☆有里知花さん登場！
日時：年８月２４日（日）11：00〜15：00
会場：川崎市国際交流センター
http://www.kian.or.jp/accessmap.html
参加費：無料
11:00〜12:00 有里知花さんミニコンサート♪
11:00〜15:00 夏の温暖化対策キャンペーン
パネル展示
12:00〜13:00 なかはら打ち水大作戦
ソーラークッカー実演
ソーラーパネル搭載車必見！
13:00〜15:00 講演会＆パネルディスカッション
講師：飯田 哲也 氏
（環境エネルギー政策研究所所長）
共催：かわさき地球温暖化対策推進協議会
市民共同発電所プロジェクト
（財）川崎市国際交流センター
川崎市（環境局・中原区）
協力：川崎市新エネルギー振興協会
（財）川崎市公園緑地協会
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