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〈ヨコの
ヨコのカギ〉
カギ〉

● 問題

二重ワクの文字を組み合わせ、
でてきた文字が答えです。

ヒント：美味しい。
〈タテの
タテのカギ〉
カギ〉

発行/平成 20 年 9 月吉日 編集/ハウスサービス広報室

目隠しとして杉板で目隠し壁を造りました。
上部は波を意識してゆるやかな波状にカットしています。
この波状に形を取るのが苦労しました。施工した時期が梅雨時期で
大工ｻﾝと濡れながら形を取ったりと思い出深い作品です。

津田営業所

防災と その日一日 意識する

こんな物造りました。お風呂と洗面脱衣室の

川川川川 柳柳柳柳
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今後もこういった物を造っていって紹介させて頂きます。(*^▽^*)

１
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http://www.house-yume.co.jp/

朝夕の 涼しさ花も生き返り

○○○○○をプレゼントいたします

【５号】

たまには稲刈り かまを持て

「 衣○○○住 」
○○○○少々・塩パッパ。
〈 応募方法 〉
○○行。○○館。○○費。
※ 右のように、官製はがきで
○○⇔派手。
ご応募ください。
暗闇の中で栽培する山菜。
●締切
締切／
締切／平成 20 年 10 月 15 日
○○。
ご応募お
応募お待ちしています。
ちしています。
⑥ ヴェルサイユ○○○○○。
アルハンブラ○○○○○。 正解者の中から抽選で 5 名の方々に

Home made house
畑荒しの猪、猿よ

①
②
③
④
⑤

⑦ 飛び散ったり物の上にたまった
りする粉のような小さなゴミ。
○○○。
⑧ 日本伝統の調味料。○○○○。
⑨ 小○○。大○○。猛○○。
⑩ ○○脈。○○機。活○○。
⑪ 和菓子を切ったり口に運ぶ時に
使います。○○○。
⑫ デコポン･ハッサク･ブンタンなど
の品種があります。○○○。

こんにちは ハウスサービス広報室です (●^ｏ^●)
皆様いかがお過ごしですか？ 朝夕の涼しさは、夏から秋への変わり目という印象で、過ごしやすくなってきま
した。くれぐれも風邪などひかれませんよう、体調にはお気をつけ下さいませ。

２F

ご意見・ご要望がありましたら、こちらまで
⇒ Ｅ-mail: house- tomomi＠citrus.ocn.ne.jp

編集：

お薦 め の

私の運動不足解消法

（①）ので、体の熱が奪われにくくなります。さらに、
汗腺を引き締めるために、最後のシャワーの温度を

低温シャワー
低温シャワーを
シャワーを浴びる

止テクニックとなります。

汗をかいて風邪をひきやすくなります。それなら、完全

湯船につからないときのシャワーは 37 度くらいの

にほてりが鎮まってからと思うと湯冷めして風邪をひく

ぬるめのお湯を、心臓から遠い部分からかけていき、

など、冬の入浴はタイミングが難しいです。
バスタイムが終わっても、まだ起きていて何かしよう
というときは、湯冷めしにくい入浴方法にするとよいで
しょう。

体か髪を洗ったあと、いちど 42 度くらいに上げて浴
び、最後に 20 度に下げる･････という三段階切り替え
が効果的です。

ポイントになるのは、湯船に入れた一つかみの塩。

き か

ハウス綺描く室
ちょっとした工夫で、ここちよく豊かになれるヒントをご紹介！!

壁には広
には広がりを感
がりを感じさせる、
じさせる、
ロータイプの
ロータイプの家具を
家具を並べる
●低い家具で圧迫感を出さない
収納を増やそうと思うと、背の高い家具を買ったり、床から天井までの
造り付け収納にすることがあります。確かに収納スペースは増えますが、
実際に部屋中の壁が背の高い家具でおおわれると、圧迫感を感じて窮屈です。
また、上のほうは手が届きにくくて実際は使いづらいものです。
空間に広がりをもたせるには、ローチェスト・ローボードといった、でき
る限り低い家具を壁面に並べることがコツ。背の高い家具は多くても、全体
の壁面積の 4 分の 1 程度に抑えましょう！

□ 附属人形劇学校 パペットアーク

□ 人形劇場 「とらまる座」

□ とらまる人形劇ミュージアム

□ ミニチュア児遊館

浪漫

くやっています。今年の前期では、一部で優勝もしました。
運動不足解消のために、年をとってもソフトボールは続けよう
と思います。

（さとし）

20 度くらいの低温にする（②）と、これも湯冷め防
入浴後、体の温かいうちにベットに入ると、かえって

居酒屋

しています。経験者が多いですが、勝ち負けにこだわらず楽し
塩分がしばらくの間、汗腺をふさぐ働きをしてくれる

② 最後に
最後に20度
20度くらいの

Vol.5

私は、運動不足の解消を兼ねて、ナイターのソフトボールを

湯冷めを
湯冷めを防
めを防ぐ、簡単な
簡単な方法
① 湯船に
湯船に塩を入れておく

お店

おやこ日記
おやこ 日記

今回は、アットホームでとっても居心地の良い
『居酒屋 浪漫』 を紹介します!!
美味しい料理とお酒を気軽に楽しめる空間です。
(店内の様子)

このたびやっと、そらちゃん(３歳５ヵ月)オシメとれましたぁー！！
パンパカパーン♪
たぶん保育所では、最後の人かもしれないが…。
彼女のおねーさんパンツになるための道は長かった…。
最初のころはいっちょまえに、おねーさんパンツを履くわりには、
おしっこが出ていよーが、出ていまいが、まったく気にする様子が
なく、へっちゃらで母のひざにすわって何度親子ともども着替えさ
せられたか…。
何度あちこちにおしっこ水溜りを作っては、
『かぁーちゃん、みてみて。でたよ～。
』と見せてくれたか…。
『保育所では、
おねーさんパンツで過ごしておトイレにも行ってますよ。
』
の先生からの報告に、母喜んで、家でおトイレに誘ってみたが、
『いやもっ！』
と言って３ヶ月間、一度も家のおトイレには行かなかった強情者。
保育所から帰ってくると、おもむろに
『おちめにかえよっと』
誰に言うでもなく、おしめに履き替える彼女。
朝も起きたらすぐにおねーさんパンツに履き替えるくせに、保育所
に行くまでにおしっこしたくなると、
『まだ、ほいくちろ（保育所）行かんから、おちめにかえよっと』
と意味のわからん言い訳的なものをしながらおしめに替える彼女。
そんなわがままやりたい放題の彼女が、
この夏レベルアップしましたぁ！
夜のお休みのときもおねーさんパンツ！完全におしめ卒業っ！！
すいません。親バカです。
でもおねーちゃんのときよりも不安だったもので。
うれしかったんです～。しかし、おしめのとれたそらちゃん、
母をおトイレに連れて行き、
『こっち見たらいかんっ』
と開けたままの戸の前で、母を後ろむきに待たせるのが日課です。
連れてきた意味ないじゃんっ！
（うんちのときずーっと待ってるのは暇です。
あと、ご飯作ってるときに中断させられるのがつらいです。
）

（写真左）
おすすめ！!
手羽中の唐揚
甘辛ソースあえ
４００円

（真ん中）
カリカリサラダ
４００円

《店長さんより一言》
ご予算に応じてオードブルもご用意できます。
お子様の誕生日やパーティーに、ぜひご予約下さい！
また、これからの季節にはかかせないお鍋もお薦めです。
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住
所 東かがわ市三本松南新町６８０－５７
Ｔ Ｅ Ｌ （０８７９）２６-０６０２
定 休 日 月曜日
営業時間 午後６時～午前１２時まで
駐 車 場 あり【２台】
収容人数 ３５人【カウンター席･座敷席あり】

～お詫び～

（ポック）
ポック）

前号のドルフィンセンター、無料チケットをご使
用頂いたお客様で、受付時に係員の方の手違いに
より、ご迷惑をお掛けするといった事態が発生し
ました事をこの場をおかりして、お詫び申し上げ
ます。

