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食欲の秋 読書の秋 スポーツの秋・・・
あなたの秋の過ごし方は？
みなさんの秋の過ごし方はどのようなものですか？
それぞれの過ごし方があると思います。
昨今の殺伐としたニュースが多い中、私は、万葉の人たちの生活に触れて
みたくなりました。
・・・と壮大のことではなく、小倉山百人一首をパラパラと…

《俊恵法師》
夜もすがら もの思ふころは 明けやらで 閨のひまさへ つれなかりけり
夜も寝ないで、恋人のことをあれこれ思いなやんで過ごすときは、なかなか夜が明けず、
寝室の板戸のすき間までが、朝の光さえ入って来ず無情に思われることだなあ。
百人一首は、恋の歌も多いですね。今の時代と違い古風の部分もありますが、かなり大胆な歌
も多いことに驚きます。そして、男の方が未練がましかったり、うじうじした歌が多いように
感じます。

《崇徳院》
瀬を早み 岩にせかるる 滝川の われても末に あはむとぞ思ふ
私の小倉山
百人一首 NO1

hiro

川瀬の流れが早いので、岩にせきとめられた急流が、いちどはふたつに分かれても、
ふたたび下流でひとつになるように、あなたとわたしも、人に仲をさかれて逢えなく
なったとしても、将来には必ず結ばれると信じています。

豚肉とキャベツの生姜炒め

夏の疲れに効く生姜。
豚肉と生姜の定番料理はしょうが焼
きですが、今回は
キャベツと一緒に炒めてみました。

（材料 ４人分）
薄切り豚肉
２００ｇ
キャベツ
１／２個
にんじん
１／２本
生姜
（チューブ入り）
オイスターソース
大さじ１
中華スープ顆粒
大さじ１
塩
小さじ１
サラダ油
大さじ１
１．２〜３ｃｍに切った豚肉をサッと火を通し、短冊切りにしたにんじ
んと、チューブから５ｃｍほど絞り出したしょうがと一緒に炒めま
す。
２．１〜２分後、大きめに刻んだキャベツと合わせて炒め、柔らかくな
ってきたら、オイスターソース、中華スープ、塩を加え、にんじん
が柔らかくなったら出来上がりです。
生姜は、摩り下ろしたものでもよいのですが、チューブ入り生姜のほ
うが、繊維が少なく、味がなじみやすいようです。
（yumi）

①

グルメ通信

《シェーキーズ》
ピザ バイキング

“シェーキーズ”は、日本に上陸して今年で 35 周年になりました。や
はり、宅配ピザとは違う味わいです。
おすすめは、バイキング（食べ放題）です。
10 数種類のピザ、季節のピザ、月替わりのピザ、スパゲティ、ビーフカ
レーと食べ放題です。
バイキングの種類や価格は店舗によって違いますが、
ランチ 850 円程度、
ディナー・ホリデイー1180 円程度です。小学生、シニアはさらにお安いです。
店舗は、新宿、渋谷、原宿、成城、吉祥寺、聖蹟桜ヶ丘などです。
カロリーは気にはなりますが、たまには思う存分食べるもの良いと思います。
特に育ち盛りのお子さんをお持ちのご家庭はおすすめです。
クーポン券もありますのでネットで確認されると良いです。
（hiro）

――柚子の皮（和菓子）源吉兆庵――

とこよ
柚子の皮を細長く切り、じっくりと糖蜜につけ込み熟成させた風味豊かなお菓子。
商品名「とこよ」です。 源吉兆庵の和菓子です。
口の中に入れた瞬間に広がる風味は爽やかな気持ちになります。そして、密の甘さ
と柚子の皮のほろ苦さが絶妙のバランスです。
そのまま食べても美味しいのですが、紅茶に入れてもひと味変わった楽しみができ
ます。
一度お試し下さい。ちょっと高価ですが…（hiro）
切ないなぁ

私の本棚から
【賢者の贈り物】Ｏ・ヘンリ

私と映画

「シザーハンズ」

あまりにも有名な作品で、多くの方が読まれたこと
があると思います。世代を超えて読み継がれている名
作です。
内容は、ニューヨークを舞台に若い夫婦がクリスマ
スの夜に繰り広げられる愛のドラマです。
若い夫婦は、貧しい生活をしていて、お互いが、ク
リスマスプレゼントをあげるお金がありません。そこ
で、夫は、大切な懐中時計を売って、髪飾りを買いま
す。妻は、大切な髪を売って、懐中時計の鎖を買いま
す。プレゼントは、相手が喜んでくれるかどうかとい
うことを考え、そして、相手が自分をどれだけ想って
くれているか知るという深い愛情があります。
皮肉にもこの夫婦は、お互いが大切なものを売って、
相手にプレゼントをしたのですが、必要のないものに
なっていました。でも、愛情は伝わったのでしょうね。
この作品で感じるのは、愛とは、プレゼントすると
いうもの（カタチ）ではなく、もっと深い何かがある
のではということに気づかされられます。つまり“賢
者”とはそういうものだと…もともと聖書の「東方の
三賢者」になぞられたのだと思います。（hiro）

この作品は、1990 の制作で、もう 20 年近く前です。
その当時も見ましたが、20 年振りにレンタルで見る
ことにしました。
作品は、手がハサミの人造人間が人間社会で生活す
ることになり、そして恋をするという、何とも不思議
な設定です。
でも、この人造人間のピュアな気持ちは、忘れてい
た心に何かをよみがえらせてくれます。
とても、切なく、つらいラブ・ファンタジーです。
監督は、ティム・バートンです。
ティム・バートンは独特の映像とストーリーをもつ
不思議な作品が多いです。
そして、手がハサミ人間という、難しい演技をした
のは、
「パイレーツ・オブ・カリビアン」のジョニー・
デップです。
その後、この２人は「チャーリーとチョコレート
工場」
「ティム・バートンのコープスブライド」
「スウ
ィーニー・トッド」などの作品を作りました。どれも
不思議感覚の作品です。
（hiro）

②

HIDE の 部屋
金利優遇の「フラット 35」Ｓ、適用条件緩和

７月１日創刊

独立行政法人住宅金融支援機構は、金利優遇な
どを行う「フラット 35」Ｓの適用について、10
月１日から４つの基準のうち１つを満たすのみ
で適用すると発表しました。
他にも省エネ税制優遇や耐震改修
促進税制（固定資産税）優遇など、
さまざまな制度があります。
お気軽にお問い合わせください。

―――頭の体操 なぞなぞ ―――

１．誰からも、相手にされないパンってなに？
２．音が出る車ってなに？
３．真珠が寝ている国って？
回答は最終面
自然の光や風
を利用する。

【自 然 光 を 生 か す 採 光 】
自然光を考えることは大切な家づくりです。
特にリビングなどは、日が当たることで家族団らんの笑顔
にもつながります。
こんな時に吹き抜けを利用して、トップライ
ト の 光 を 入 れ た り 、ハイサイドライトを設置し自 然 光
を生かす採光を考えるのも良いと思います。
自然光を利用することでエコにもつながりま
すね。
ハイサイドライトは、壁の上部に窓を設けて、自然光を取
り入れることです。また、プライバシーを守るために目の高
さに窓を設置できない
ときなどにも設置され
る場合があります。
もちろん光だけでは
なく自然の空気を入れ
ることも可能です。
（hiro）

次世代省エネ基準

『快適読本』進呈
ご希望者は、ご連絡ください。

HIRO の福祉教室

『ボランティアということば』
ボランティアという言葉は福祉分野だではなく、震災の復興、環境、スポーツなどの分野などでも使われて
います。テレビ・雑誌・ネット上・日常会話などでも自然に使われ、私たちの生活の中で使われる身近な言葉
になりました。
もともとの語源はラテン語の Volo（ウォロ＝意志）
・Voluntas（ウォランタス＝自由意志）にはじまったと
いわれています。国語辞書などを調べると“自発的にある事業に参加する人。特に、社会事業活動に無報酬で
参加する人。などと記載されています。
ボランティア活動は、自分の趣味や特技を生かしたり、空いている時間を利用したりできます。決して、難
しい活動ではなく、いつでも、どこでも、誰でも「自分の自由意志」でできる活動です。
ちょっとやってみたいなあと思った人は行動してみてください。
でも、どのようにしたらよいのか分からない人も多いと思います。各地にある社会福祉協議会という団体に
問い合わせてみると活動のヒントがもらえると思います。
高橋弘幸（NPO 法人地域福祉研究室 pipi 理事長）

③

〜高性能高気密住宅のすすめ〜
「地球環境と共生」が、世界的なテーマとして語られている現代、未来を住みよい社会にしてゆく必要がある
と考えています。 そのためには、環境共生住宅（エコハウス・省エネ住宅など）をはじめ私たちが担う責任
もあると考えます。そのために太陽光発電をはじめクリーンエネルギーや高気密住宅なども積極的に取り入れ
ています。
また、安心を提供することも大切と考え、地盤保証、継続点検保
証制度、
耐震補償など各種保証制度にも対応する仕組みを構築して
います。
建築のプロとして妥協しない気持ちとお客様目線を大切に
考えて、
”家族の絆−笑顔のある家”をコンセプトに家づくりを行
っています。
そんな弊社のコンセプトにあったのが、SW 工法です。
SW 工法は、木造軸組工法をベースにした高気密・高断熱・高耐
震構造で、高性能スーパーウォールパネルや計画換気システムにより、地震に対する強度はもちろん、部屋ごとの
不快な温度差や、空気のよどみといった、住んでから気が付く不満を建てる前に解消できます。
SW 工法は、次世代を考えた工法でもあります。高気密・高断熱ということは省エネにもつながりますし、結露の
心配の少ない住まいでもあります。つまり家の傷みが従来の住宅よりも少なく長持ちするということです。
弊社の長年の経験から自信をもってお客様におすすめできる低炭素時代にも合致した工法でもあります。
弊社は、SW 工法準加盟店として、SW 工法の施工、保証を受けられる加盟業者です。
（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。
電話番号変更のお知らせ
０８０−７０７４−２３４８
（高橋弘幸携帯番号）
スタッフの日常業務や趣味などありのままに綴ったブロ
グがスタートしました。

http://office-tk.cocolog-nifty.com
▼皆様のお陰様で無事事務所を構
えることが出来ました︒有り難う
ございます︒また︑期間中は皆様
にいろいろとご迷惑お掛け致しま
したことをお詫び申し上げます︒
まだ散らかってはいますがお近く
にいらっしゃった際にはどうぞお
寄りください︒
︵ hide
︶▼日本人の
ノーベル賞受賞者が４名選ばれま
した︒内容についてはよく分かり
ませんが︑最初の発見から 年近
く研究を続けてこられたようで
す︒継続されてきたことはすばら
しいと思います︒ノーベル賞受賞
の条件が長生きすることだったり
するようですね︒
︵ yumi
︶▼世間で
は食欲の秋といいます︒確かに秋
刀魚︑本シメジ︑栗︑マツタケ︑
新米などは旬ですよね︒旬のもの
は美味しいです︒でも︑春だって︑
夏だって旬はありますよね︒秋の
夜長は“読書”ともいいます︒で
も︑最も夜が長いのは冬ですよ︒
不思議ですね︒私は︑１年中食欲
があって困りますが⁝︵ hiro
︶▼
万葉の人々は︑歌で気持ちを伝え
ました︒とてものんびりとしてい
て風流です︒そして︑自然を感じ
る歌も多いです︒自然と共に人々
が生活している様子が伺えます︒
万葉の歌人に山上憶良という人物
がいます︒貧・老・病・死︑人生
の苦悩や社会の矛盾を主題にした
ものや子どもの歌を多く歌ってい
ます︒
﹁子宝﹂ということばを作っ
た人物だとされています︒
﹃銀も金
も玉も何せむにまされる宝子に
しかめやも﹄子供に勝る宝はない
のですよね︒
︵ hiro
︶
40

④

１．蒸しパン２．スピーカー３．ネパール→寝るパール

