2018 冬号
〈 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 31 年 1 月 20 日
前回の正解は「 ９ 」でした。
正解者は6 名様いらっしゃいました。

【２６号】発行/平成 30 年 11 月吉日

編集/ハウスサービス広報室

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。

『 ドローン 』
年末が近づくとともに暑かった夏も思い出になり、短い秋が終わって、気が付けば冬。寒い季節になりました。今年の冬
はエルニーニョ現象が発生し、暖冬になると予想されていますし、北日本で降雪が平年より遅くなっています。最近の気
候は平均すれば予想範囲かもしれませんが、極端に予想を超えることが多くなりました。体調管理が難しい昨今。いかが
お過ごしでしょうか？
さて話を変え今回のテーマは「ドローン」としました。
｢ドローン｣と言えばまだまだ遠い存在と皆様思っているかもしれませんが、今では安価な物もたくさん販売され身近にな
りつつあります。｢ドローン｣の登場で空中撮影が身近なものになり、今まで見ることのできなかったアングルからの画像
が見えるようになりました。また人が簡単に行けない場所へ物資が運べたりと、その活用方法が様々なところで試行錯誤

この問題は絵が鏡に映したように左右逆になっています。
鏡映しになった状態で間違いを探してください。
間違いの数をハガキに書いてね。

※あなたは
何派？判定

売物件
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されています。
※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。

★第 1 位 やっぱり定番の醤油！

★第 4 位 ウスターソース！

★第 2 位 なかなかやります塩コショー！

★第 5 位 ケチャップ！

★第 3 位 シンプルに美味しい塩！

★第 6 位 マヨネーズ！

売り土地
●東かがわ市三殿
価格 216 万
土地面積：177 ㎡(約 54 坪）
交
通：JR 丹生駅まで 1.9kｍ
学 校 区：大内小学校まで 3.9ｋm
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）
(倉庫有)：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

交
通：JR 三本松駅徒歩 0.5km
学 校 区：大内小学校まで 1.7km

私たちの業界でも最近使用頻度が高まりつつあります。その利用方法は、屋根の調査を含む高い所で危険を伴う調査が中
心です。｢ドローン｣が飛ばせられる環境であれば安全に調査できます。
我社も最近スマートフォンで操作出来る価格が１万少し超えの手の平サイズで小型のドローンを購入し使用を始めまし
た。屋根の調査等はもちろん、今までパソコンでは大まかにしか見えなかった敷地の形状や、建物の全景を撮影するにも
簡単にかつクリアに撮影することができるようになりました。これからも使い方次第でその活用方法がまだまだありそう
で、これからが楽しみです。

あなたは全国的に何位？？

最後になりましたが、今年もあとわずかとなりました。
年末を迎えあわただしくなってきます。皆様におかれましては風邪などひかずにお元気で、よりよき新しい年を迎えるこ
とを祈念し、本年最後の挨拶とさせていただきます。

カナダ バンフ国立公園内 ペイト湖
バンフ国立公園内の数ある湖のなかでも、ペイト湖は季節や訪れ
る時間によって湖面の色が変わることで有名です。他の湖と違っ
て展望台から見渡すことができるのも魅力です。その湖の形はま
るで横たわったキツネのように見えます。皆さんはキツネを見つ
けられましたか？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

ハウス綺描く室

今回は読者様から寄せられた情報をご紹介させて頂きます

電気式薪ストーブ
骨粗鬆症の予防

本物のようにゆらゆら揺らめく炎
こんにちは綺描く室です(^^)

① カルシウムを十分に摂取

バター・・・・・・50ｇ

3 ボウルにバターと砕いた板チョコを入

で暖炉の炎を眺めながらゆったりした時間を

(またはマーガリン)

過ごせたりしたら素敵ですよね♪

牛乳・・・・・・・50cc

しかし、本格的な暖炉や薪ストーブはおしゃれ

砂糖・・・・・・・50ｇ

で素敵なのですが、薪の準備や火の心配などい

卵・・・・・・・・1 個

ろいろありますよね。ところが、最近はまるで

ココアパウダー・・15ｇ

型に入れて 170℃のオーブンで 25 分
焼く。アルミを被せて更に 7～8 分焼
く。

れレンジで溶かす

4 2 と 3 を合わせてよく混ぜ合わせる
5 牛乳を加えて混ぜ合わせる
6 1 を振るいながら加えて、ヘラで切る
ようにさっくりと混ぜ合わせる。粉っ
ぽさがなくなれば OK

クリスマスの飾りを飾れば簡単に
クリスマスケーキに変身！！
楽しくお子様とも一緒に作れますね！

炉や薪ストーブが発売され大人気だそうです。
これなら、薪の準備や火の心配、また、アパー

卵・・・・・・・・1 個

トなどで設置できない場所でも気軽に楽しめ

ココアパウダー・・15ｇ

ますよね。インテリアとしても素敵ですよね。
板チョコ・・・・・1 枚

あなたは目玉焼きに何をかけますか？

目玉焼きはシンプルかつ美味しい料理だ！！しかし、そのシンプルさとは裏腹に、
「何をかけるか」
というと人それぞれ！あなたは何をかけますか？さてあなたの選んだのは全国的に何位でしょう？
※あなたは何をかけますか？気になる判定は裏を見てね！

※参考イメージ

【松下製麺所】
高松市、四国新聞本社近くの店です。創業 45

うどん
紀行

年の老舗です。もちろん美味しいうどんが食べ
られますが、今回はこの店でしか食べた事が無
い「うどんと中華そばミックス」を食べました。
もちろん出汁はうどんの出汁ですが見事にマ
ッチしています。興味のある方は是非食べてみ
てください。

この秋冬のトレンド!?
「モチスラ」で新しいおもちに出会う

ハウスサービスからのお知らせ！
耐 震 診 断
耐震改修工事

これからの寒い季節、食卓にたびたび登場する「おもち」。
煮ても焼いても、どっしりもっちりとしたあの食感……

★お餅をスライスして型抜きしたらオーブントースターでこんがりキツネ色に焼けば
簡単にお餅スナックができますよ～♪ (*^_^*)

おく

本物のような炎のゆらめきをする電気式の暖

我が家の愛犬、
『りぼん』
春前から、両目の様子がおかしく、病院で診てもらいました。
診察してもらうと、両目とも白内障にかかっていました。
白内障は歳をとっているとなりやすいのですが、りぼんは、まだ６歳。
きちんと調べてもらった方が良いということで、犬の目専門の病院へ。
香川県には犬の目専門の病院がないので、紹介してもらって岡山県の
病院へ連れていきました。
診断は、白内障と遺伝性の夜盲症で、２～３ヵ月でまったく見えなく
なるとのことでした。
白内障の手術をしても夜盲症の影響で見えなくなるので、手術はあき
らめて、少しでも症状が遅れるように目薬を入れていました。
でも、白内障から緑内障になり、特に右目の痛みや腫れを目薬ではお
さえれず、病院の先生と相談して右目の義眼手術をすることに。
１時間くらいの手術でしたが、無事終わり、その後は痛みもなく順調
に良くなっています。
左目も見えてはいないのですが、目薬を使い、緑内障を抑えています。
手術の後、方向感覚、距離間とかが、分りにくいのかソファーや棚に
ぶつかりそうになることがありますが、家族みんなで、サポートしな
がら、今日もりぼんは元気にがんばっています。
りぼん、ずーっとずーっと元気に長生きしてねー！！
手術の後も変わらず、そらのことを妹のように思って寄り添っている
りぼんでした。

こだわりの逸

1 薄力粉とココアパウダーは一緒にして 7 オーブンを 170℃に予熱しておく

る季節になりました。寒～い日は、暖かい部屋

牛乳、いりごま、高野豆腐、小松菜、チンゲン菜など

おやこ日記

板チョコ・・・2 枚(200g)

2 ボウルに卵と砂糖を入れよく混ぜる

今年もあとわずかとなり、本格的な寒さを迎え

★毎日の生活の中で上手に予防したいですね(*^_^*)

材料（直径 16 ㎝型）

薄力粉・・・・・・50ｇ

いわしの丸干しや干しエビ、しらす干し、チーズ、ヨーグルト、
② 運動をして骨に適度な負荷をかける

作り方はぐるぐる
混ぜるだけの超簡単！

簡単チョコケーキ♪

例えば、
屋根材を変更
するだけで、
補助金を

おいしいんですが食べ過ぎると飽きてしまいますよね。

もらえる可能性があ

そんなお餅をまったく違った"切り口"で味わえる、「モチスラ」

ります！

百聞は一見に如かず、実際に使ってみるとハマる
楽しくおいしいアイテム！

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。

