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〈 応募方法 〉

ホーム･メイド･ハウス

※ 下のように、官製はがきに

Home made house

答えを記入してご応募下さい。
● 締切／平成 30 年 1 月 20 日
前回の正解は「 ７ 」でした。
正解者は８名様いらっしゃいまし

【２４号】発行/平成 29 年 11 月吉日

編集/ハウスサービス広報室

た。たくさんのご応募有難う御座い
ました。今回もたくさんのご応募
お待ちしています。

年末も近づき寒さが本格的になってきました。皆様体調はいかがでしょうか。風邪などひかれずに元気でお過ごしのことと存じ上げます。
さて今回のテーマはいつもと趣向を変え、念願のカラーレーザープリンターを、我社にもようやく導入しましたので喜びのあまりそのプ
リンターについて語らせていただくことにしました。
今までカラー印刷をする場合は、家庭用のインクジェットプリンターで行っていました。このプリンターは家庭用だけあって機器の費用
が比較的安くかつ用途により、用紙を使い分けることで画質を良くすることができる万能選手でした。ただ万能選手にもそれなりの難点
があります。打ち出すのに時間がかかることで大量に印刷するには不向きであったり、パソコンとプリンターとの色合わせが困難で写真
の打ち出し程度なら問題はありませんが、お客様へのプレゼン資料としては中々使いづらいものでした。

※切手が５２円から６２円になりました

２つの絵は違っている所が何か所あるでしょうか。
間違いの数をハガキに書いてね。

ザ・カラーレーザープリンター

正解者の中から抽選で 5 名の方々に
○○○○○をプレゼントいたします。

そこで一考。かなり長い年月を使った一考ですが(笑)
家庭用のインクジェットプリンターが絶賛稼働中・・・・・。
コスト抜きに考えると一番良いのはカラーコピー機の導入・・・・・・・。
だが全てを考えると結論はレーザープリンターです。優先順位としてまずはプレゼン資料として使えるかどうか。次にコスト面。その後
は社内的にパソコン関連機器との接続性と社内ネットワークの利便性。
どれをとってもカラーレーザープリンターが我が社には一番。
そしてついに。

※あなたは
どっち派？判定

親指→左下、腕→左下のアナタ
親指→右下、腕→右下のアナタ
親指→左下、腕→右下のアナタ
親指→右下、腕→左下のアナタ

「左左脳」物事を筋立ててマジメに考えるタイプ。几帳面で努力家。
「右右脳」楽天的でマイペースなタイプ。自分大好きな一面も。
「左右脳」細かいことは気にしない！社交的で口達者なタイプ。
「右左脳」個性豊かで負けず嫌い。わが道を行きつつ、客観的な視点も忘れません。
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すごいです。その写り質感に感激です。社員も私も大喜びです。というわけで今後皆様にお届けするカラーの資料は「ザ・カラーレーザ
ープリンター」で印刷したものをお届けします。
第一弾はこの情報誌が白黒からカラーになっています。今までよりもバージョンアップした情報誌を見て楽しんでいただければ幸いです。
最後になりましたが、今年も終わろうとしています。悔いのない一年とするために、そして希望のある一年を迎えるためにも、お体に気
をつけてお過ごしされることを祈念して今回のコラムを締めさせていただきます。
今年もご愛顧をいただきありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。

約62 坪
(約 16ｍ)

(約 13ｍ)
(約 14ｍ)

(隣地住宅)

道路幅員(約 6.0ｍ)
売り土地情報

★価格：880 万円

★土地面積：202.25 ㎡（約 62 坪）
★建物：居宅 92.74 ㎡（約 28 坪）
◆学校／津田小学校・さぬき南中学校
◆交通／津田小学校迄 約 0.6ｋｍ車 2 分
さぬき南中学校迄 4.8ｋｍ車 12 分
JR 津田駅迄 約 0.9ｋｍ 車 2 分
◆引渡／相談(現在居住中) ◆態様／媒介

鉄骨造ｽﾚｰﾄ葺き２階建
H8.12 新築
日当たり良!!
是非一度 現地をご覧ください!!

アイスランド 神秘の光オーロラ
アイスランドでは、国のほぼ全土がオーロラベルトに
かかっているため、首都にいながらにしてオーロラを
観賞することができます。地球の息吹を感じるオーロ
ラ！ぜひ見てみたい絶景ですね。

香川県知事（3）第3996 号

営業時間/AM8：00～PM5：00

TEL 0879-25-8444
●不動産の売買・仲介●土地開発・企画●建築設計・企画●リフォーム●エクステリア

〒769-2511 香川県東かがわ市小磯 449-1 FAX(0879)25-8591

き か

炊飯器で簡単！お肉トロトロ ビーフシチュー♪

ハウス綺描く室
びっくりするくらいシャックリを
簡単に止める方法！

―冷えは万病のもと―
体を温めて健康づくり！

しゃっくりがでるとちょっと恥ずかしいですよね(^^)止めようと思っ
てもなかなか止まらないし、そんな経験皆さんあるのではないでし
ょうか？今回は、そんなしゃっくりを３０秒で止められる方法をご紹介
します。やりかたは簡単！
両耳に指を入れて３０秒～１分待つ。たったこれだけです。
ポイントは、人差し指を耳の穴にいれて強めに押すこと。

クリスマスや年末年始はちょっと手の込んだ料理を作ってみたい！とは思うのですが忙しくて
なかなかそんな時間はありませんよね。そこで、今回は炊飯器で簡単ビーフシチューをご紹介します！

こんにちは綺描く室です(^^)
今回は体を温めるといいことづくし！という
ことで、では、なぜ体を冷やすと万病の元とい
われるのでしょうか。実は体が冷えるといろい
ろな負のスパイラルがあるのです。
免疫低下・血流の停滞・新陳代謝の低下・自律

おやこ日記
実は家の都合で、家族で７月から志度のアパートへ引っ越している。
あの、めちゃめちゃ忙しかった引っ越しの日から３ヵ月が過ぎた。
まあ、母の実家が志度なので、うちは、あんまり違和感はなかったの
ですが、学校や会社まで距離があるので、出勤時間が早くなって、全
員なかなかの睡眠不足～
でも、近くにいろんなお店がたくさんあって、けっこう母子は志度ラ
イフをエンジョイしている。
犬のりぼんちゃんも最初は動揺して、夜泣き？犬泣き？しては、かあ
ちゃんを困らせていたけど、今はいつもどおりのわがままワンコにな
っている。
けっこう志度ライフ楽しいぞー！！
ただ一人をのぞいては・・・
それは、とーちゃん・・・
いままでは、７時起きだったのが、６時起きへ。
そう、それはそらの部活が朝練があるので、それに合わせて出勤。
会社の出勤時間は８時。
今のとーちゃんの会社の出勤時間は７時である。
清々しい朝に、誰よりも早く、厳ついおっさんが出勤している。
さわやかな朝に、会社のドアを開けると、厳ついおっさんがお出迎
え・・・
なんだか、不気味である～。
とりあえず、後２ヵ月くらい志度ライフなので、エンジョイしよう
と思っている。

こだわりの逸

神経の乱れ・太りやすい、などなど様々です。
では、逆に体を温めるとどうなるのでしょう

材料（4 人分）
牛肉（ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ用）
300～400ｇ
玉ねぎ（1 個）
人参（1 本）
じゃがいも（3 個）
ﾊﾞﾀｰ（大さじ 1）
ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ（1 缶）
ｹﾁｬｯﾌﾟ（大さじ 1）
水（200cc）
赤ﾜｲﾝ（100cc）
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（適量）

1.牛肉は食べやすい大きさに切り、塩・
ｺｼｮｰをしておく 玉ねぎはくし切り、人
参は乱切り、じゃがいもは食べやすい
大きさに切る

4.デミグラスソース、ケチャップ、水、赤
ワインを全て入れたら炊飯のスイッチ
を入れる（通常の炊飯モード）

2.下味をした牛肉をバターを溶かし
たフライパンで表面を焼いたら炊飯
器に入れる

5.そのまま保温または早炊きでもう一
度スイッチオン
6.保温の状態で味をみて足りなければ
塩、コショーで味を整えて出来上が
り！ﾌﾞﾛｯｺﾘｰは茹でたのを彩で後から
入れてください

3. 2 の空いたフライパンに玉ねぎ、人
参、じゃがいもを入れてさっと炒め、肉
の上に入れる

か。体を温めると、血液の循環がよくなり、自
律神経が整うだけでなく、免疫機能も向上しま
す。実際体温を 1℃あげると、免疫力が 5 倍
ＵＰするとも言われていますので、体を温める

「利き脳」判断 あなたは左脳派？右脳派？どっち？

ことは病気を防ぐことにも繋がります。
病気を退けてくれる免疫力を高めるためには、
お腹を冷やさないようにすることが大切です。

チェック 1
チェック 2

自然に指を組んでみてください。親指が下にきているのは、右手？左手？
今度は自然に腕を組んでみてください。下にきているのは、右手？左手？

カイロなどを下腹に貼ったり、腰の後ろ側に貼

※あなたはどっちですか？気になる判定は裏を見てね！

れば、お腹や腰がポカポカと温まって、その熱
が下半身から全身に広まって行きます。
体を温めて健康的に過ごしたいですね(^^)

無名だが素朴な名店

【池内うどん】

爽やかな朝だね！
おはよう！

うどん
紀行

綾川町の超有名店近くで国道 377 号沿いにある
お店です、7:00 から営業していて「朝うどん」に
は最適です。麺は少し太めで出汁がぶっかけとか
けの中間ぐらいの濃さで少しだけ入れてくれま

社
員

す。池の鯉を見ながら食べるうどんも良いです。

社
長

究極の TKG

ハウスサービスからのお知らせ！
～究極の卵かけごはん～

「究極のＴＫＧ」を使うと
シンプルながらも“ふわ
とろ”の雲のような新食
感でたまごかけごはん
が楽しめる!?

耐 震 診 断
耐震改修工事
上手に使って
豊かな暮らしと安心と

お得な補助金情報

※詳しい内容はお住まいの
市役所へご相談下さい

昭和56 年5 月31 日以前に建てられた1 戸建て住宅、長屋建て住宅であること。 要した費用の 10 分の 9 （9 万円を限度）

①本格的な耐震改修
筋交いを設置したり、構造用合板を張ることなどにより評点が 1.0 以上となるような本格的な耐震補強や改修をし
た場合に、要した費用に対して 90 万円（108～117 万円）を限度に全額補助をします。
②簡易な耐震改修
筋交いを設置したり、構造用合板を張ることなどにより評点が 0.7 以上となるような簡易な耐震補強や改修を下
場合に、要した費用に対して 50 万円を限度に全額補助をします。
③耐震シェルター・ベッドの設置
耐震シェルターや耐震ベッドの設置を行った場合、要した費用に対して 20 万円を限度に全額補助をします。

