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2016 年は、楽しい 1 年に・・・
「辰巳天井、午尻下がり、未辛抱、申酉騒ぐ。戌は笑い、亥固まる、子は繁栄、
丑はつまずき、寅千里を走り、卯は跳ねる」という相場格言があります。
申年は騒ぐらしい・・・どんな 1 年になるのでしょうか？
さて、私どもでは、とにかく楽しい 1 年にしたいと考えています。
いままでも地域活動に積極的に参加してきましたが、今年は、さらに幅広い展
開をしていきたいと考えています。
そして、地域の人たち、お客様ともっと楽しみたいと思っています。
代表

高橋秀一

二十四節気の思い・・・

めでたい

幸いにも忙しい毎日を過ごしています。ただ、忙しいというのは、何か大切な
ものを見落としている感じがします。
日本には、昔から四季を楽しみ、季節の変わり目を祝う習慣がありました。
今年は、少し立ち止まり、この二十四節気を楽しみたいと思っています。
ホームページ、ブログ、Facebook などを使い、情報を発信しています。お気に
止めていただければ、イベント情報も含めて、楽しいことを伝えていきたいと思っ
ています。
本年もどうぞよろしくお願いします。
高橋秀一

まだまだ、お正月は終わっていません！！
お年玉プレゼント企画！！
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2015 年は二十四節気を楽しみます！！

お年玉プレゼント企画

応募方法
小学生が 2 人
き4
覚えるべ しめる
楽
大人も

2016 年

第1希望と第2希望の賞品番号と①お名前②電話番号
③住所④ニックネームを記載！
！
（〆切1月31日着）
FAX.044-975-0836 info@daiku-san.net ←どちらかで
注）応募は一家庭単位とさせていただきます。
注）いただいた情報は、当企画のみにしか使用しません。
注）Let's go キャンペーンは別応募！
！

賞品
番号1番

朝日小学生新聞の学習まんが「日本人物史 れは歴史のれ」
（全4巻）
朝日小学生新聞がお届けする質の高い学習まんがの歴史人物編。
いま小学生に人気ナンバーワンのベストセラー「日本の歴史 きのうのあしたは……」シリーズの姉妹編です。
主人公の時乃カナタは、日系人のルーシー、案内役のチョビとともに歴史の旅に出ます。彼らが出会ったのは、卑弥呼、聖
徳太子といった弥生〜平安時代に活躍した人物から、明治天皇、野口英世ら、明治〜昭和初期を代表する偉人たち。
1 〜 4 巻まで通して読めば、小学校の学習指導要領で示されている「覚えるべき 42 人」をすべてマスターできます。
各巻の初めにはカラーの資料ページがあり、その時代に関係する写真が掲載。子どもたちの知的好奇心を刺激します。それ
ぞれ、
「音読シート」
「歴史用語書き取りプリント」「確認テスト」付きです。
中学受験対策にも力を発揮する使える歴史まんがは、ご家族で楽しめます。

2名様プレゼント

お年玉プレゼント企画

中
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はじめました！

今すぐ「いいね！」ボタン押して
『高橋工務店』の Facebook ページに参加してね！！

あなたの町の大工

救急車 木製救急箱
薬箱だからこそ楽しく収納したい！
そんな思いを込めたとってもキュートな救急箱。

１名様プレゼント

高橋工務店
☎044-977-2348

営業時間 9:00 〜 20:00
定休日：日曜日（打合せ等可）

消費者保護

川崎市協定店
川崎市と住宅工事の
協定を結んでいます。
●川崎市住宅相談運営委員会
●川崎市新エネルギー振興協会会員
●川崎市木造住宅耐震改修施工者
●宮前区観光協会特約店
●川崎フロンターレサポートショップ
●リフォームかし保険加盟店
●リフォームローン取次店

気ままなエッセイ 12
hiro.t

SNSを考える〜仮想空間と実空間との連動〜
「地域の見える化」

SNS とは、Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）
の略で、
「人同士のつながり」
を電子化するサービスと説明され
る。具体的には、mixi や Twitter、そして、全世界的に広がっている

あらためて、高齢社会や孤立社会といわれる時代
にあって、この SNS は有効なのでは感じる。

ネット社会を批判、否定する人も少なくはない。

Facebook がそれである。
また、近年では LINE が爆発的に普及している。 実際、犯罪に利用されるケースも多い。
若い世代のツールと思われているが「シニア SNS」
「山登り SNS」
「地
域 SNS」のように、趣味や実用的なものも多くあり、世代を超えて使わ
れている。

ただ、その真逆として、助けられた人たちも多く
存在する。
仮想空間 ( 世界 ) と思われがちな SNS の社会を現実空間（世界）と

まさに時代は、情報化、電子化の時代である。

連動させれば、その可能性が広がるのではと感じている。

私は、情報発信が大切だと思い、20 年ほど前からブログなどで情報
発 信 続 けている（主 に地 域 活 動・地 域 福 祉 につ いて）。ここ数 年、

4 月から電力の自由化がはじまり、自分たちが使った電力を見て分か
る
「電力の見える化」が展開されている。視覚から、電力の大切さを感じ、

Facebook の比率が高まった。
2006 年発刊の論文集「コミュニティワーク実践研究紀要（NPO 法

さらには、地球環境の大切さを理解するという考えだ。

人地域福祉研究室 pipi）」で、ネットコミュニ

これと同じように「地域の見える化」が大切なのではと考える。

ティワーカーワーカーの可能性と新しいコミュ

それは、地域の課題、イベント、各種情報 etc. をネット上の空間で

ニティについて論じた。2008 年発行の「メン

はあるが発信する。ただ、身近な情報、話題は、ストレートに心に響き、

タルヘルスとソーシャルワークによる自殺対策
（相川書房）」で、インターネット世界による自
殺対策の可能性を論じた。

実際の地域につながるのではと思う。
SNS を利用した「地域の見える化」の可能性を展開していきたいと
思う。（hiro）

すきな
本の紹介（200 文字書評もど記）
【女子のための髪育レッスン
もう悩まない ! 元気な髪 復活計画】
ムック : 80 ページ

こ
と
ば

『その人がどんな人かを知りたいとき、
その人と同等ではなく、
下の人をどう扱うかを見ればいい』
J・K・ローリング （作家）

出版社 : 辰巳出版

女性にとって髪はとても大切で悩みも多い。このムッ
ク本は、読みやすい構成になっていて、すらすらと読
みすすめられる。
内容も多岐にわたっていて、とても参考になる。
大切なのは実践することだと思う。また、美容師さ

『ハリー・ポッターシリーズ』の作家として知
られるJ・Kローリングの名言。とても納得がいく。
こういう人物って案外と多いように感じる。自分
も気をつけたいものだ。（hiro）

んに相談されるのが良いかも知れない。
（hiro）
＊多摩区長沢の「Tea tree☆」さんも美容師とし執筆に協力して
いる。
（hiro）

お年玉プレゼント企画
街歩き偶然との「めぐりあい」
chance meeting

賞品
番号3番

焦げ付きにくいビタク
ラフトの人気フライパ
ン『ソフィア 2』ビタ
クラフト

ビタクラフトのフライパン

1名様プレゼント
1名様プレゼント

可愛らしい小坊主さん
川崎市内最古の寺といわれる影向寺（宮前区野川）の可愛い小坊主
さん。微笑ましい気持ちになります。2015年3月に影向寺遺跡を含む
橘樹官衙遺跡群が国史跡に指定されました。
（hiro）
高橋工務店お散歩プロジェクト

抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン 3
コート（高密度 3 層フッ素樹脂コーティ
ング）で焦げ付きを防止。
ステンレスターナーによる皮膜のしゅ
う動規格試験では 3,000 回の耐性があれ
ば、基準を満たすところ、ソフィア II は
20 万回のしゅう動実験でも素地の露出が
ないという試験結果を得ています。
I H クッキングヒーター（電磁調理器）
対応。200V の電気熱源にも使用可能。安
心の SG マーク（CH・IH 適合）付きです。

パソコン奮闘記 Vol.12
《Android スマホ》
今まで、スマホは、iPhone（iOS）を使い。
通話は、Y!mobile（ワイモバイル）を使っ
ていた。
無駄なような気がして Y!mobile（ワイモ
バイル）のスマホに変えた。結果として OS
が Android になった。
Android は、タブレットで使用していたの
で戸惑いはなかった。
パソコンも Windows と Mac があり話題になる。私はほぼ Windows を
使っている。Mac は、外出時などで使用する程度だ。
どちらがよいか？ との質問を受けることがある。ただ、的確な回答を
持ち合わせていない。あまり違いを感じないからだ。
この Android と iOS の違いもあまり感じられない。
さらに、SoftBank・docomo・au・Y!mobile の違いも現段階では分か
らない。
何を基準に選ぶべきなのか難しい・・・
（hiro）

！
ゼン さい！
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宮前区 高橋工務店
検索
お年玉プレゼント企画
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2名様プレゼント
2名様プレゼント
真澄 あらばしり
割水や加熱処理をせずに壜詰めした産まれたての真澄。蔵元名物のし
ぼりたて生原酒が、今季から純米酒になりました。よりピュアに、よりリッ
チに。生まれ変わった「あらばしり」。

お年玉プレゼント企画

好きな映画
【シンデレラ（2015）】
童話でおなじみの「シンデレラ」の実写版。
あまり期待はしていなかったが、よい意味
で期待を裏切ってくれた。
親子で視聴できる作品なのがいい（低
学年だと難しいかも…）
。
映像がとにかく素敵。カボチャの馬車なん
か感動ものだ。
子どものころから馴染みのあるストーリーだが、はじめて見る物語
のような感覚を覚た。
いろいろな評判はあるようだが、私は、好きな作品だ。
（hiro）
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各種保険の内容をご確認ください
住まいに関する保険は、主に火災保険
と地震保険になります。
火災保険では、契約の内容によりますが、
風・雪・水漏れなどで、保険が適応されることがあります。
私どもでも保険を利用した修復工事などを年に数回行います。その
時に感じるのは、契約内容について保証がまちまちだということです。
実際、あの約款を理解するのは難しいです。
ご心配の方は、専門家を派遣しますのでお気軽にご連絡ください。

子育て応援キャンペーン
好評の「子育て応援キャンペーン」を今年は、
内容を刷新してスタートします。このキャンペーン
は、子育て中のご家庭を応援します。
子ども部屋のリフォームなどにご利用ください。
気持ち
お孫さんなどへのプレゼントにも適応します。
精一杯の
10 万円以上の工事で適応 グルメカタログ進呈

空き家対策〜制度を分かりやすく〜
空き家対策についてお悩みのお客様が増えています。国としてもさ
まざまな制度を用意しています。分かりにくい部分もありますが、専門
家を派遣して、お悩みを可決します。

グルメリポート
【メロンパンの皮焼いちゃいました】
2015 年のヒット商品に選ばれた商品。メロンパン
の皮というよりも、メロンパンの味がするクッキーとい
う感じ。とてもおいしく食感が楽しめます。
現在は、
さらに研究された「メロンパンの皮やいちゃ
いました２」が販売されている。
（hiro）

賞品
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編集後記

はじめての方も多いと思います

が︑高 橋 工 務 店 の 情 報 誌﹁＠大

工さん﹂です︒お客様にお届けし

ている情 報 誌で︑つまみぐいの何

日 新 聞 向ヶ丘 販 売 店・南 生 田 販

でもありの内容です︒今回は︑朝

売店様から新聞折込をしました︒

また︑
Ｂ３ サイズと 大 きめに作 成

しました︒多くの方に読んでいた

だきたいという思いからです︒お

年 玉 プレゼントも用 意しました︒

地 域の企 業 として︑楽 しいこと︑

少しでも地域に還元したいという

気持ちからです︒たくさんのご応

連続調光タイプ・薄形モデル東芝
LED シーリングライト〜 8 畳。
とても明るくて、省電力で長持ち
します。

募をお待ちしています︒高橋工務

1名様プレゼント

店をよろしくお願いします︒

LEDシーリングライト

http://www.eco-ie.jp 検索 イエココ 高橋工務店
高橋工務店のイエココページをご覧ください！
！

↓
応募フォームから感想をお寄せください。

↓
応募完了！
！

（しつこい営業はしませんので楽しみましょう！
！）
毎年、高橋工務店の応募から当選者が出ます！
！

