2018 夏号
〈 応募方法 〉

※ 下のように、官製はがきに
答えを記入してご応募下さい。
● 締切／平成 30 年 8 月 20 日
前回の正解は「 ７ 」でした。
正解者は 12 名様いらっしゃいまし
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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。

「カメラ」 ？ 「ビデオ」
例年よりも早く梅雨が明け、一気に夏モードに変わり、体調管理が難しい昨今。いかがお過ごしでしょうか？
今年は梅雨開け前の豪雨で、西日本各地で甚大な被害が発生しました。様々なことが脳裏に浮かび、心が痛みます。
さて話をがらりと変え今回のテーマは「カメラ」？「ビデオ」としました。
最近はわけのわからない犯罪等が増えたように思えます。各種の事がらで威力を発揮している防犯カメラ。
宝であるこども達を守り、地域を守り、事務所を守るため設置を決めました。
ただ、クリアしなければならない問題があります。特に重要なのがプライバシーの確保。
設置場所を間違えると効果も減りますしプライバシーの確保は出来ません。

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。

※あなたは
どっち派？判定
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※切手が５２円から６２円になりました

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。

ダークチョコレート派のあなた

実はロマンチックな恋をする。古風な恋愛に憧れる。

ミルクチョコレート派のあなた

実は駆け引き上手な恋をする。初恋みたいなドキドキを求める。

売り店舗
●東かがわ市横内
価格 350 万

設置場所の設定に当たっては当局にアドバイスをもらってから設置しようと考えています。
次に車載カメラ。こちらも我が社の車全てにつけていきます。変なことに社員が巻き込まれないように。そしてな
にかあれば協力できるようにするのが企業の役目と考えます。
話が少しそれますが、なぜ『カメラ』というのか？録画するのだから『ビデオ』だろうと不思議に思い、言葉の難
しさと、時代とともに移りゆく儚さを少し感じながら今回のコラムを締めさせていただきます。
夏はこれからです。今年は例年以上に暑さが厳しくなると予想されています。
お体には十分に御注意され、これからの夏本番を乗り越えていただければと思います。

土地面積：269 ㎡(約 81.3 坪）
建物面積： 111.36 ㎡(約 33.6 坪)
構造：軽量鉄骨造平家／新築日：昭和 52 年 2 月
交通：JR 三本松駅徒歩 23 分
学校区：三本松小学校（ 1.5ｋｍ）

売り土地（倉庫付）
●東かがわ市三本松
価格 731 万
土地面積： 302.38 ㎡(約 91.4 坪）
(倉庫)：68.94 ㎡(約 20 坪)
構造/軽量鉄骨造ｽﾚｰﾄ葺平家建 /新築日：昭和 51 年 4 月
交通：JR 三本松駅徒歩 3 分／
学校区：大内小学校（ 1.７ｋｍ）

香川にある 天空の絶景
ボリビアのウユニ塩湖は「天空の鏡」で有名ですが、実は日本に
も「天空の鏡」があるんです！し・か・も 香川県に！！
穏やかで遠浅なビーチが続く香川県三豊市仁尾町にある「父母ヶ
浜」は日本のウユニ塩湖とも呼ばれる絶景スポットです。
ぜひ一度足を運んでみて下さい。

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
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ハウス綺描く室

かき氷で頭が痛くならない食べ方！
かき氷やアイスを食べた時の頭痛には、しっかりと医学用語もあり、
アイスクリーム頭痛といいます。わかりやすいネーミングですよね。
冷たい物が喉を通過することにより、喉の三叉神経が刺激され、この
時に発生する伝達信号を脳が勘違いし、関連痛として頭痛が発生する
んだそうです。そこで、食べた時に痛いとおもったら、冷たいものを

夏の楽しみ方

ハーバリウム
瓶の中に咲く色鮮やかなお花たち
こんにちは綺描く室です(^^)
色とりどりのドライフラワーが澄んだ液体と

おでこにあてて、脳に正しく刺激を認識させることで、痛みを緩和す

ともに瓶詰めされたインテリア雑貨、
「ハーバ

ることができるのです。ですから「食べたらおでこに冷たいものをあ

リウム」をご存知でしょうか？「ハーバリウム」

てる」といいんです！もしくは、ゆっくりと食べる！

とは、もともとは押し花などを含めた植物標本
のことをさす言葉ですが、最近では“ドライフ
ラワーを透明な液体とともに瓶詰めしたタイ

おやこ日記

プ”のものがインテリアとして人気です。容器
の中に満たされている液体は、ハーバリウム専

うちのお姉ちゃんは、青春真っ只中の高校２年生(*^-^ )
毎日、一生懸命勉強を・・・じゃなくて、長い髪をお団子に結わえて
学校へ行く・・・
（結わえないと邪魔になるから）
なぜかと言うと、おねえちゃんは、はかま姿が凛々しい弓道部
おねえちゃんが、凛々しいかどうかは、よくわからないが・・・
弓道の試合は、琴平高校ですることが多く、うちはとーちゃんが忙し
いので、すべて母が送り迎えをしている。
東かがわ市からは遠いが、施設が整っているので、ほとんどの試合は
琴平高校でしている。
６月の上旬に、総体があり、ありがたいことに、おねえちゃんも出さ
せてもらうことができた。＼（○＾ω＾○）／
なので、今回はじめて、弓道の試合を見れることに！Ｏ(≧∇≦)Ｏ
妹のそらも初めてお姉ちゃんの弓道を見れるので、ワクワクっ！
団体戦も個人戦も、道場へ入るときから、作法があって、みんなとて
も姿勢がきれいで、凛として日本武道ってきれいやなぁーって思いま
した。
いつものバタバタしたおねえちゃんが、落ち着いててかっこいいおね
えちゃんになってました。
弓を４本引いて、的に当たった本数で競うのですが、直に見た的は、
めっちゃちいさいっ
あんなにちいさい的に当てることが出来るのはすごいなぁって感心。
今回は、途中で敗退してしまったけど、次の試合は、慌てず落ち着い
てがんばってねー！おねえちゃん(o^∇^o)

こだわりの逸

暑い日が続くと、汗でベタベタしたり夏バテでだるかったりなど、暑いと
ダラダラしがちですが、逆にそんな暑さを楽しむ方法がたくさん日本に
はありますよね。いろいろな日本ならではの楽しみ方で夏を楽しみたい
ですね。

その一
夏の夜空に大輪の花を咲かせる花火
夜空に咲く美しい花火を見ていると暑さを逆
に楽しめますよね。色鮮やかな美しい花火に
思わず「た～まや～♪」

その三
浴衣を着る
洋服と違って空気の通り道が多いので実は涼し
くて動きやすい浴衣。夏は浴衣を着るタイミングが
たくさんありますよね。

その二
風鈴を吊るして音色を楽しむ♪
暑くても風鈴の音色を聴くとフッと涼しく
感じますよね。耳にいい音色で心も和
みます。

その四
ビアガーデン！
ギラギラ照りつける太陽が沈んだ後、夜空を見
上げながらのビールは格別ですよね！
これも夏ならではです。

用の特殊なオイル。この中にドライフラワーや
プリザーブドフラワーを漬け込むことで、その
美しい色合いを約 1 年ほど保つことができま
す。瓶を優しく振ると、中のお花もゆらゆら…。

チョコレートの好みであなたの知らない恋愛の性格がわかっちゃう？

柔らかな陽の光の中に置いてみると、中のお
花やグリーンも透明感が増してなんとも涼
しげです。眺めているだけで癒されますね。

あなたはチョコレートを食べるなら「ダーク派」それとも「ミルク派」
※あなたはどっちですか？気になる判定は裏を見てね！

大好きなうどんや

【がもううどん】

ヒューン！

トン！

うどん
紀行

坂出の超有名店です。私が一番大好きなうどん
店で 30 年以上前から通っています、今回は釜
かけうどん大と醤油うどん小を食べました。と
にかく釜出しのうどんと出汁が絶妙なので、夏
でも釜かけを食べています

あの受話器でもう一度
～レトロなスマホ用受話器～
便利でかわいいハンドセットをお探しの方におすすめです！
iphone などのスマートフォンで使えるスマホ受話器です。
ハンドセットとして使用することで通話中もスマホの画面を
見たり、操作することができます。
かわいくて、本当の受話器のようです。
この受話器に懐かしさを覚える人もあれば、初めての形に
新鮮さを感じる人もいるかもしれません。
なによりも「電話している」を実感できる楽しいグッツです！

ハウスサービスからのお知らせ！
耐 震 診 断
耐震改修工事
例えば、
屋根材を変更
するだけで、
補助金を
もらえる可能性があ
ります！

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。

