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《太陽光発電補助事業》
いよいよ国も動きはじめた・・・

標準４ＫＷ
５６万円の補助

太陽光発電は、次世代のエネルギーとして注目されています。
住宅用太陽光発電システムも少しずつですが普及しはじめてきました。
ただ、多くの方々が良いと思いながら、設置費用が高く、正直、地球にやさしい
というだけの気持ちだけでは、ハードルが高く、なかなか普及しませんでした。
１月より補助事業がスタートしました。
国がすすめている温暖化対策として、予算化されました。国会の審議にもよりますが、
４月以降も継続される見込みです。
また、川崎市としても神奈川県の補助と合わせて、４月よりスタートします。
これで、少し負担が軽減されるのではないでしょうか…
国の補助金 １KW７万円
川崎市（４月以降）１KW７万円の見込み
一般的な４KW を設置した場合、５６万円の補助金が見込まれます。

高橋工務店
特徴

光熱費の軽
減も期待で
きます。

１．工務店なので、家の状態を十分理解しての施工ができます。
２．三菱太陽光システム正規販売店なので、１０年保証等万全です。
３．電化ローンでらくらく返済システムがあります。

三菱太陽光発電システム
標準工事費込み１KW65 万円〜
・シャープ・京セラ・三洋なども協
力店と連携しての施工が可能。
・オール電化にすると電気料金の割
引も受けられます。

無限の太陽エネルギーで、暮らしの電気を発電する。高橋工務店の太陽光発電システム。

材料（３〜４人分）
切り餅

８ケ

ショルダーベーコン

１パック

（真空パックのものが薄いので巻きやすい）

お餅のベーコン巻き
お餅とベーコン、意外な取り合わせ
ですが、相性ピッタリの洋風料理に早
代わり。

塩・コショウ

適宜

１．お餅を半分に切ります
２．半分に切ったベーコンをお餅に巻きます
３．薄く油をひいたフライパンに
（テフロンの場合は油なしで）
間隔を開けながら並べます。
４．中火で、ベーコンに焦げ目をつけながら焼きます。
５．仕上げに軽く塩・コショウをします。

①

（hiro）

グルメ通信

《花畑牧場》
バルーンプリン

花畑牧場は、タレントの田中義剛さんが牧場長をつとめる牧場です。
チーズ、キャラメル、スイーツは、人気で毎日限定販売されています。
今回、はじめてネットショップで”バルーンプリン”を注文してみました。

楽天市場でタイミングが
よいと購入できます。

とても可愛らしい容器に包装されています。 一見、ゆで卵かなぁと思ってしまいます。
大人気のキャラメルソースが付いています。実は、これが食べたかったのです(^.^)
ポニョ ポニョとしたバルーンを爪楊枝で刺します(^.^)
”ふるるん”とした真っ白いプリンが滑り出てきます。思わず、指でポニョ ポニョしてしまいました(^̲^;
キャラメルソースをたっぷりとかけて食べます。
とても濃厚なソースで、今まで味わったことのない食感と味です。
さすがに評判だけのことはあります。
牛乳たっぷりのプリンとキャラメルソースのマッチングは、最高によいです。
送料のこともあり、ちょっぴりお高いのが残念です。
楽しいよ！

私の本棚から
【霧のむこうのふしぎな町】
柏葉 幸子

私と映画

「カンフーパンダ」

この本は 和製ファンタジーとしては名作だと思い
ます。
1975 年に発表されて以来の超ロングセラーです。
宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』は、当初、『霧
のむこうのふしぎな町』にしようと計画していたよう
です。
宮崎監督のみならず、多くの人たちに影響を与えて
いる作品でもあります。

主役のパンダは、カンフー好きのぐうたらパンダで、
ただ、何となく生きているという感じです。
どことなく、あてはまる人も多いのではないでしょ
うか？
ところが、悪者を退治する、戦士に選ばれてしまう
のです。
特訓しようとする老師もパンダ本人も自分が戦士だ
とは思っていません。
ところが大老師の言葉で、老師もパンダも目覚める
のです。
信じることの大切さを解いていきます。
そして、戦士みたくなるのです。
格闘シーンもありますが、血が飛ぶなどないのが良
いです。
どことなく全体的にユーモラスです。
たいへんよくできたアニメだと思います。

主人公の女の子がお父さんの知り合いが住むという
「霧の谷」で夏休みを過ごすことにしました。ところ
が誰も、「霧の谷」を知りません。
すると持っていた傘が飛ばされて追いかけていく
と・・・不思議な町に入っていくのです。
「働かざるもの食うべからず」という町の人たちの
考えから、女の子は、働きます。普段過保護に育った
女の子ですが、働くことによって、積極的になってい
くのです。このあたりが面白いです。
町で出会うさまざまな人々。そして、会話、
考え方・
・・
子どもが読むとワクワクすると思います。とても読
みやすく書かれています。（hiro）

音声吹き替えで見たのですが、汚い言葉もないので
よいです。
家族で楽しめる作品です。(^.^)
信じる・
・・自分を信じることも大切なのです。
（hiro）

②

―――頭の体操 なぞなぞ ―――

平 成 20 年 11 月 29 日
わいわい祭 盛大に終わりました。

１．切ったら耳から離すものって何？
２．大きくなれば大きくなるほど小さくなるものっ
て何？
３．３回勝った生き物って何？
回答は最終面

創業 50 周年を兼ねた“わいわい祭”は、200 名
様のご来場者があり盛大に終わりました。
ありがとうございました。
毎年、秋ごろに開催したいと考
えています。
よろしくお願いいたします。

〜いまできることから①〜
“ガソリン節約”
次世代のことを考えると地球温暖化のことが常に気になっ
ています。ところが、正直なところ eco な生活はなかなかで
きていません。
自分自身の発言に矛楯を感じてしまうこともあります。
でも、少しでもできることからはじめたいと思っています。
そんな気持ちからはじめたのが車を極力使わない生活で
す。
仕事で近隣を移動するときやお客様のお宅を訪問するとき
など原付バイクで移動します。
大量なカタログなども工夫して持ち運びます。
ただ、雨のときや同乗者がいるときは車を使います。
昨年のガソリン高騰や駐車違反の強化などでは、原付のお
かげで助かっています。
でも、冬は寒くて辛いです。そして、真夏も辛いものです。
ところが季節感を感じられますし、風を切って走る爽快さ
を楽しもうと思っています。
川崎市役所あたりまでは原付で移動します。電車の方が
eco なのかも知れませんが、溝の口まで原付で行くなら、そ
のまま行ってしまった方が楽です。
時間も短縮できますしね。
痩せないね〜
些細なことかも知れませんが、できることから
少しずつ取り入れていきたいと思っています。
（hiro）

【火災警報器の準備はお済みですか？】
今年の冬は、乾燥していて、各地で火災
の被害者がでました。新聞記事を読みます
と火災警報器が設置されていない住宅も多
かったようです。
火災警報器は、川崎市の場合平成23 年６
月から設置が義務化されます。新築に関し
ては、すでに義務化されました。
火災警報器は、
いのちを守る大
切な道具です。
早めに準備してくだ
さい。
種類や方式、設置方法などありますので、
お気軽にご連絡ください。（hide）
【絵画をご寄贈いただきました。
】

倉林様
とても素敵な鯛。おめでたいというお気
持ちからだと思います。感謝の気持ちでい
っぱいです。

HIRO の福祉教室

『よい垣根はよい隣人をつくる』
このことばは、”Good fences make good neighbors. ”というアメリカで使われていることばで、日本の親しき
仲にも礼儀ありということわざと似た意味で使われているらしいです。
文化の違うアメリカなのでニュアンスは違うのかも知れませんが、隣人との垣根というのはとても大切だと思いま
す。
この垣根というのは、物理的な垣根だけではなく、精神的な垣根という意味でも大切です。
時には、人権であったりするのかもしれません。
人と接するとき、頑固な垣根を作る人もいるし、垣根を乗り越えて入ってくる人もいます。
つくづく、 『よい垣根はよい隣人をつくる』ということばの意味が奥深いものだと感じます。
高橋弘幸（NPO 法人地域福祉研究室 pipi 理事長）

③

ペットとの共生は、ペットの
住みやすい環境を考えること
も大切です。

〜ペットリフォームのすすめ〜
ペットは癒やされますよね。私も愛犬の“風”のためについついおもちゃなど買って、甘や
かせてしまいます。でも、かわいいから仕方ありません。
ただ、ペットと人間とが共生する場合、少しの工夫が必要になってきます。

愛犬：風（ふう）

その代表的なものが、
「臭い」
・
「傷」
・
「音」
「環境」などです。
便利な商品もさまざま発売されています。

――破れにくい網戸――
NHK テレビでも話題にな
った。犬や猫の引っかき
にも強い強靭なネットで
す。

――消臭効果のある材料――
消臭効果のある、壁紙や天井
材などがあります。また、消
臭カーテンというのもありま
す。

――腰壁は傷に強い素材――
ねこチャンががりがりしたりします。
クロスだとすぐに破けてしまいます。
傷に強い腰壁もあります。

さまざまな商品があり
ます。ワンちゃん、猫ち
ゃんのために考えてみ
ませんか？（hiro）

――すべりにくいタイル床はペットにぴったり――
小型犬の膝にかかる負担や、大型犬の股関節にかかる
負担を軽くするためにも、すべりにくい床を選択する
ことが大切です。カーペット床もすべりにくいのです
が、汚れがきになります。

“＠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。

川崎国際環境技術展 2009
日時 ２月１７日（火）11:00〜17:00
１８日（木）10:00〜17:00
場所 とどろきアリーナ

▼太陽光発電の補助事業が本格的にスタート

しはじめました︒弊社としては︑工務店の特長

を生かして︑住まい全体の視点から太陽光発

電︑オール電化のご提案をすすめていきたいと

思っています︒ (yumi)
▼火災警報器は︑ご家族
のいのちを守る大切な道具です︒全国的には︑

義務化が進んでいます︒川崎は︑遅い方ですが︑

義務化前に設置されることをおすすめします︒

お気軽にご用命ください︒
︵ hide
︶▼２月〜３
月は︑イベントがたくさんあります︒私も当番

時間に参加していますので︑ご来場ください︒

④

20

日は溝の口でのイベントですので︑お

あんざいのりえさんはユニークなアコーディオン奏
者です。
弊社は住宅の構造についての展示予定
地震に強い・ゼロエネルギー住宅紹介

３月

ストップ温暖化展
日時 ３月２０日（金・祝）11:00〜16:00
場所 武蔵溝ノ口駅前 キラリデッキ
☆グリーン電力コンサート
・ちょっきんず、あんざいのりえ他…

近いと思います︒ご一報いただければ時間調整

いたします︒
︵ hiro
︶

オール電化フェア
日時 ２月２１日（土）10:00〜18:00
２２日（日）10:00〜18:00
場所 アゼリア川崎
☆それいけ！アンパンマンショー
☆今井 寿シェフ ＩH クッキングショー

１．電話２．洋服３．サンショウウオ

