・・秋の寄せ植えはちょっとこだわり・・
天候が不順で、「the 夏!!」がなかった今年・・
でも、9 月になるとやはり秋ですね。朝晩は涼しく、夜は盛んに虫の
声も聞こえて、空の高さにも秋を感じるようになりました。
涼しくなると、秋色の草花に心が引かれますよね。葉色が鮮やかな
赤や黄色や金色、実のなる植物など、夏とは違った草姿に目がいき
ます。今年の秋は、ちょっとこだわった自分流の寄せ植えを考えて
みてはいかがでしょう？
古代中国に端を発する自然哲学の思想である五行思想の中では、
春は緑、夏は赤、夏と秋の間の土用は黄色、秋は白、冬は黒であら
わされます。
そういえば、エネルギッシュな夏の赤よりも落ち着いた白やクリーム色が恋しくなってきたこの頃、
五行にちなんで白を基調にしたアレンジはいかがでしょう。

しおん

ふじばかま

キャッツミント

はなかたばみ

はなにら

他にも・・りんどう ウスユキソウ シクラメン トルコキキョウリンドウ ブラキカム セキショ
ウ シュウメイギク ナデシコ ハツユキカズラなどなど・・薄紫やクリーム色を取り入れながら
寄せ植えにすると、秋らしいやさしい寄せ植えになりそうです。
また

秋の花は優しい花言葉を持つ花も多いです。
りんどう
「あなたの悲しみに寄りそう」
しおん
「君を忘れない」
コリウス
「かなわぬ恋」
コスモス
「純潔」
トルコキキョウ 「清々しい美しさ」
ふじばかま 「あの日を思い出す」
なでしこ
「純愛」

トルコキキョウ

りんどう

こんな花言葉の寄せ植えも、なんだか素敵ですね・・・
この秋はちょっとこだわりの寄せ植えを・・

コリウス

なでしこ

9 月～12 月の TOPICS
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9 月 1 4 ( 日 ) 2 1 ( 日 ) 耐 震 セ ミナ ー
大 津 市 堂 に建 築 中 の木 造 住 宅 内 で
10 月 18 日 (土 ) 「森 林 ツアー」
伐 採 &製 材 所 見 学 行 います

伊藤社長*

中村*

┻ もう一度夏
いつの間にか９
月。今年は夏の思い出があまりあり
ません。ほとんど雨でイベント、行
楽中止のオンパレードでした。誰か
夏を返して。

┻ 近江八幡市にある伊崎寺
を湖から見てきました。
毎年 8 月 1 日の竿飛びが有名
です。

山本工事部長*

吉本*

┻ 『水漏れ注意！』
ごくまれにですけど、経年変化等に
よりｷｯﾁﾝや洗面化粧台の中の止水
栓(元栓)の箇所で水漏れを起こし
ている場合があります。
そうしょっちゅう開けて見る場所
ではないので、気が付いた時には水
浸しになってたりします。そう難しい事ではないので皆
さんも一度中を開けて点検してみてはいかがでしょう
か。
「そんなん言われても分からんわぁ～」って仰る方はご
連絡いただければ点検にお伺いします。

┻ 御朱印を集め出しました。御歳 50 歳。不思議ですね。
こんなことに「ハマる」なんて。
昔は考えられなかったです。で
も男子は「ペナント」
「提灯」
「キーホルダー」なんか旅行に
行ったら買いませんでしたか？タブンこれがルーツなのかも
知れません。神社仏閣は好きでよく行ってましたが、先日行
った天橋立にある「元伊勢籠神社」
。天照大神さんが伊勢に行
く前に居られたトコロと聞いてフト「ココから始めてみよう」
と思った次第で。それからもう 4 社御朱印を頂き、次は何処
行こうか？と思案中～

メンテ山本*

┻ 今なんじｨ〜いちだいじ〜…ｻｲﾄ
ｳです。
ｲﾝﾃﾞｯｸｽ大阪にて
住宅の展示会に行き、情報・ﾃﾞｻﾞｲ
ﾝたくさん仕入れて来ましたよ。綺
麗なﾄﾞｱやｷｯﾁﾝ、お風呂に床材…何
度行っても、各種ﾒｰｶｰこれだけ一同
に揃うとﾜｸﾜｸし過ぎて時間が足り
ない…。けど、1 番人気のﾌﾞｰｽは、
妖怪ｳｫｯﾁ…ｼﾞﾊﾞﾆｬﾝ体操〜♥∀♥‼ｽｺﾞｲ人、人、人…
さみしいが、これもきっかけ。ｺﾃ塗りしたり、金槌振り
回す姿…なかなかさまになってました。この元気なｷｯｽﾞ
達が 家づくりや職人技、建築が、
『かっこいい』と憧れ
て現場に戻って来てくれる日が来ますように。
歳を重ねると見方が変わってきたなｱ。

┻ 今年も甲賀の夏の風物詩
和太鼓ｻｳﾝﾄﾞを聞きに、鹿深夢の
森に行ってきました。ｴﾈﾙｷﾞｯｼｭ
な和太鼓の響きわたる音とﾘｽﾞﾑ
で酔いしびれました。その他、ﾊﾟ
ﾌｫｰﾏﾝｽもあり、最後にはきれいな花火でﾌｨﾅｰﾚ。
皆さんも一度行かれては･･･満足度 120%です!

かおるん*
┻ ｽﾎﾟ少野球から 5 年半、中 3 の娘
の最後の夏が終わりました。最後の
試合は 0-0 からのﾀｲﾌﾞﾚｲｸの末、涙涙
で終了しました。
50 回も延長戦ができ
た高校軟式野球がう
らやましいくらいです。それでも中学女子軟式野球大会
全国ベスト 8 の成績を残してくれました。
応援してくださった皆さんに感謝しますとともに、滋賀
ﾏｲﾃｨｴﾝｼﾞｪﾙｽ･･女子野球に興味のある方は是非ご連絡く
ださい(*^^)v

齋藤*

しまりん*
┻ 最近、映画をよく観ています。ｼﾞｬﾝﾙ問
わず。健ﾌｧﾝの私。「るろうに剣心」がもう
すぐ公開。待ち遠しい♡ もうひとり好きな
俳優さん、ﾛﾋﾞﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ氏。彼の『ｱﾝﾄﾞﾘｭ
ｰ NDR114』何度観ても良い～。おｽｽﾒです。

書類は残しておいてくださいね。
これからは、住まいの履歴がわかる書類がお住まいの
資産価値を上げてきます。（国の方針による）
先日、発表されたデーターによりますと全国にある空き家が過去最高の１３．５％
になりました。
戸数でいうと６０６３万戸！
具体的に言うと、滋賀県全体の世帯数が５３万
程ですのでその１０倍以上の家がもう余っている状態なんです。
ちなみに滋賀県の空き家率は１２．９％ですので６０００戸くらい空き家がある
のでしょうか？
さて、すでにお住まいの皆さん そしてこれから住いを計画している皆さん。

これからは住宅の書類は出来るだけ残しておいてくださいね。
車に例えると良く分りますが、中古自動車を購入する時・・・
① ディーラーで毎年点検し、直した個所などわかる記録簿が残っている。
② 書類が一切ない。
どちらを購入されますか？
住まいもこれからは「履歴」がモノを言う時代になりました。
そして特に、注目されているのが マイホーム借り上げ制度です。

シニア（50 歳以上）のマイホームを最長で終身にわたって借上げて転貸し、安定
した賃料収入を保証する制度も出来ています。
これにより自宅を売却することなく、住みかえや老後の資金として活用することが
できますので、この制度を利用するにも書類が残っているとスムーズに行きますよ。

私たちは今

こんな仕事をしています！

築４０年弱の木造住宅。耐震診断からの耐震補強工事へ
補助金も申請しますが注意が必要です！
予算的に新築は無理なので中古を自分たちのライフスタイルに合わせて住まう。
こんな若い方が最近増えてきていますよ。
これから始める、リフォームもそう。
草津市内の便利な場所に、５０坪強の土地に建っている
３０坪ほどのお住まい。内装などのリフォーム プラス耐
震診断を行って、耐震補強工事を施工する予定です。
滋賀県の場合、中古のお住まいを耐震補強工事すれば
最高で５０万円の補助金が出ます。
また、住宅ローンを借りられた方は、税金の免除も。
試算すると大体１５０万円は戻ってくる計算になったそうで
目標は１５０万くらいで耐震補強をする！ ということにな
りました。
デメリットは手続きが大変で、時間的に早くて２カ月ほどは申請で掛かりそうです。
申請が通らないと工事が始められないので、興味ある方は早めに検討してくださいね。

今回も（細かい字）読んで頂いてありがとうございました。
３か月前からダイエットを実践しております編集長・吉本です。結果ですが、今のところ ９キロのダイエット に成功し
ております。 目標は１０キロ減。 あと少々で目標達成。 丁度３０歳前半の時の体重になります。
たまたま知り合った、薬局業界では超有名人・ハッピー薬局の橋本さん。薬局と言えば 「スギ薬局」に「ドラッグユタ
カ」 などなど 大手ドラッグストアーさんが出てきて街の小さな薬局屋さんは風前のともしび・・・・ 我が町でも先日
ひっそりと閉店していました。そんな中、ダントツに元気な（儲かっている）薬局の運営をされていて、それを学ぼうと
全国から講師に呼ばれている・・・そんな方です。
その方がメインで行っているのが「ダイエット」。ダイエットに特化した薬局を経営されていて、私もそのお弟子さんに
教えてもらいながらダイエットを初めたのがきっかけ。
３カ月体感してきて、ノウハウはゲットしました（笑） ポイントは毎日 ４回の体重測定と過食を直すこと。
身長１７２センチ体重６５キロの私で、１日の摂取カロリーは１５００㎉ほどです。つまりいつも食べ過ぎなん
ですね。現代の私たちは。しかしわかっちゃいるけど出来ないのがダイエット。そこにはもう少し ノウハウが
あるのですが、興味ある方はまた私と会った時にでも聞いて下さい。もう書く欄がなくなったので（笑）
SY
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