
・・さぁ１２月 クリスマス・・ 

クリスマスツリーやリースを飾ったり、鉢植え

をポインセチアにしたり、オーナメントを出し

てみたり・・ 

街の中が赤とグリーンに変わるだけで、クリス

マスの気分になってきます。 

今回は、プレゼントにしたり、パーティのお

もたせにしたり・・にぴったりのクッキーを

ご紹介。 

ちょっとした工夫で、いつものクッキーが可

愛くなりますよ。 

【クッキー】 

材料：薄力粉・・170g  ケーキ用マーガリン・・120g  砂糖・・80g 

卵黄・・2個  バニラエッセンス 

① マーガリンを柔らかくして、砂糖を加えてざらつきがなくなるまで

よく混ぜます。（白っぽく、ふんわりするまで！） 

② そこに、溶いた卵黄とバニラオイルを加え、

よく混ぜます。 

③ ふるった薄力粉を加えて、さっくりと混ぜたら、直径 3～4cm の

棒状にして、冷蔵庫で 30分以上休ませます。 

④ これを、8mm 位の厚さにカットして、オーブンペーパーを敷いた

天板に並べ、180℃に温めたオーブンで 10分、170℃にして 10分

焼きます。 

＊ プレゼントにするなら・・ 

四角く伸ばして、休ませたあと、キャラメル状にカットして丸めて焼くと形もそろいやすくなり

ます。 

 

【アイシング】 

材料：卵白・・大さじ１～２ 粉砂糖・・適量  食紅・・赤、緑、黄色 

① 卵白をあわ立てるようによく混ぜたあと、粉砂糖適量を

入れ溶かします。 

② ①を 4つに小分けし、それぞれの食紅を入れます。 

最後のひとつは 3色を混ぜ合わせると茶色になります。 

③ スプーンの先や爪楊枝、箸の先を上手に利用して、

クリスマスのオーナメントを描けば出来上がりです。 

＊ 必ずクッキーがさめてから描いてくださいね。 

  



 

 

 

 

 

ベストハウス NEWS 

 

伊藤社長* 
┻ ９月の末に自転車で転倒

し鎖骨骨折と相成りました。

我が人生二度目の不覚で、前

回二十年前はﾊﾞｲｸで、全て二

輪が原因です。ニか月が過ぎ、

ようやく腕が水平近くまで上がる様になりました。陥没

して折れているので、まだ完治まで時間が要るみたいで

す。昔はもっと早く治ったのに。 

吉本* 
┻ 杉の産地で有名な 大分

県は日田市に行ってきまし

た。 

現地の方が用意してくださっ

たのが「きこりめし」 

杉の器に丸太を模したｺﾞﾎﾞｳ

などなど「杉」にこだわった

お弁当。 

前日の昼までに予約しないと食べられないかなりﾊｰﾄﾞﾙ

が高い商品(笑) 

「かっぱめし」なんかもあったり、地域おこしで頑張っ

ておられます。 

ﾎﾟｽﾀｰもかなりｼｭｰﾙで、特に「かっぱめし」で検索してみ

てくださいな。 

かなり受けます(笑) 

山本工事部長* 
┻ 先日友達と車 4 台でﾗｰﾒﾝ

と蕎麦食べようﾂｰﾘﾝｸﾞに行っ

てきました。11時前に信楽の

古民家風の建物の天下一品に

到着したんですが既に長蛇の

列！ ﾗｰﾒﾝは普通の天一のこ

ってりなんですが、食べるとこの建物が違うだけで、あ

んなに違うんですね！改めてﾋﾞｯｸﾘ‼  因みにその後 2 時

に閉店するというお蕎麦屋さん行ったんは内緒です。 

齋藤* 
┻ 冬到来…暗い場所と寒い場所が

大嫌いな齋藤です。 

それなりに楽しむ方法考えて必死

で越冬中。 

出不精＆ﾃﾞﾌﾞになるので、ﾏｲﾌﾞｰﾑは

早朝にｻｲｸﾘﾝｸﾞで目覚めて、ｽｶｯ!!!

ですが、行先はﾊﾟﾝ屋かｺﾒﾀﾞｺｰﾋｰ

(^_^;) (最近のﾊﾟﾝ屋は、open が遅

いですね) 

夜は古本屋で買い溜めたお気に入りの book を片手に、ｱ

ﾛﾏｵｲﾙを数滴入れて風呂読書(ここで役立つｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｽﾄ） 

超～ﾘﾗｯｸｽです。(*本がﾌﾞﾖﾌﾞﾖになるので注意) 

室内にいる時間の多いこのｼｰｽﾞﾝは、加湿器にｵｲﾙ垂らし

たり、ｱﾛﾏｵｲﾙでﾏｯｻｰｼﾞなんかすると、ゆっくりとしたｲｲ

時間過ごせますよ(*^_^*) おｽｽﾒ 

メンテ山本* 
┻ 今日はいい天気。友の畑で

芋は芋でも自然薯掘り。頑張

って野洲へ…。現場にｽｷ と

いう道具で意外と力が入りま

す。自然薯宝さがし。子ども

みたいね…… 

沢山採れました。来年も自然薯作りを、友語り合い。 

ちなみに、1kg \1,000- 
かおるん* 
┻ 町内の子ども会行事のﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃ

ｨ。夜に子どもたちが町内を歩いて回

る行事だったので、ｶﾞﾚｰｼﾞのｼｬｯﾀｰを

ｽｸﾘｰﾝにしてｽﾗｲﾄﾞを流しました。 

「妖怪ｳｫｯﾁ」や「ｱﾅと雪の女王」「ｽ

ﾊﾟｲﾀﾞｰﾏﾝ」の画像を次々と・・。子

どもたちも喜んでくれましたが、近

所のおじちゃんおばちゃんが出てき

て、「小学校のときにこんな風に夜

の映画会があったわぁ・・」「いやいや・・私たちのと

きはちゃんと講堂であったし」・・などなど・・この二

つの年齢の差はほんのわずかでしたよ(^^)v さて皆さん

はどちらのカテゴリー？ 

しまりん* 
┻ 比叡山へ行って来ました。目的は、

『佐藤 健
たける

 写真と巡る“るろう”の旅』 

以前から、佐藤めくる
．．．

+かける
．．．

という名

のｶﾚﾝﾀﾞｰがあるのですが、この巡る
．．

ｲﾍﾞ

ﾝﾄでは、佐藤はれる
．．．

(ｽﾃｯｶｰ)が売ってま

した。しかもお寺で。勿論、購入(*^^*) 

丁度、紅葉の時期でもあり、健くん同

様、目の保養になりました(^^♪ しかし、初めて運転し

た『奥比叡ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｪｲ』。 かなり、緊張しました～～～。 

12 月 14(日 ) 三方よし エコフェアに参加  

大津市ピアザ淡海にて 

12 月～2 月  滋賀県初、『滋賀県の補助金と住

宅ローン控除を受ける耐震改修工

事 』を、草津市で実施します。 

予約制で随時見学可能。  

12 月～3 月の TOPICS 

 



 

またまた、厳しい冬がやってきますね。 

冬の断熱効果を上げるには、窓の対策が

一番効果的。 

また嫌な結露も防ぐ効果もありますの

で、年末に向けて窓廻りを今一度、チェッ

クしてみましょう。 

■ＤＩＹ派には・・・ 

プラスティックダンボール（プラダン）とツッパリ棒を使

って２重窓へ。 

プラダンとはカッターなどで簡単に切れるポリプロピレ

ン製の中空シート。 

窓の大きさにプラダンを切断し、ツッパリ棒で押さえると

いう方法です。とにかく安い！ 

■ちょっと予算をかけるのなら・・・・ 

ハニカム構造の断熱ブラインドをカーテン変わりに取り付けます。 

お手軽でコストパフォーマンスは抜群。 

■少し余裕があれば・・・ 

樹脂のインナーサッシを取り付けます。 

簡単に２重窓になり、断熱には抜群の効果が期待できます。 

 

窓の断熱についてはこの数年で沢山の商品が出てきました。 

プチプチをガラスに貼ることもいいですが、いろいろなやり方があるのでよかった

らご相談くださいね。 

窓からの冷気と結露を遮断せよ！ 
冬の場合、窓から出ていく熱は全体の４８％と言われています。 

暖房費はモチロン、嫌な冷気や結露に悩ませされる季節。 

ＤＩＹ等、費用を掛けずに窓断熱、挑戦してみませんか？ 



私たちは今 こんな仕事をしています！ 

築３５年ほどの木造住宅を耐震リフォーム。 

滋賀県初の耐震工事を施工することになりました。 

 

 

環境共生住宅工房・㈱ベストハウス 
滋賀県栗東市小野 1007-3 

フリーダイヤル 0120-6955-81 
TEL 077-552-6955  FAX 077-552-6775 

ホームページ http://besthouse.cc  E-mail 6955@besthouse.cc 

先月、俳優の山田純大さんと出会いました。 

ご存知ですか？ ルーズベルトゲームや半沢直樹にも出ておられた、杉良太郎さんの息子さんです。 

この山田さんが１０年間かけて書かれた本があります。 

題名は『命のビザを繋いだ男・小辻節三とユダヤ難民』という本です。 

タブン、皆さんは「命のビザ・ユダヤ人」というと 杉原千畝さんを思い出すのではないでしょうか？ 

戦争が始まったドイツでユダヤ人の大量虐殺が始まり、逃げてきたユダヤの方々を国の方針に背き人道的立場で

短い期間に６０００人のユダヤ人にビザ発行。沢山の人命をホロコーストから救った方が杉原さんです。 

さて、実は杉原さん「日本を通過してもいいよ」というビザを発行しましたが、次に行ける国のビザまでは発行

されていませんでした（できなかった）。しかも短い人だと３日間、一番長い方でも２週間ほどの期間しか日本

に滞在できない。当時日本とドイツは同盟を結んでおり、期間を過ぎれば強制送還する。そんな状態だったそう

です。それを救ったのが小杉節三さんでした。つまり有名な「命のビザ」のお話はこの小杉さんがいなかったら

成立しなかったのです。日本人の９９％知らない小杉さんの業績。この本を読んだ多くの方が映画化を望み、製

作・総合プロデューサーに名乗り出たのが彦根出身の小田さん。いろいろなご縁で知った小杉さんとそれを本に

した山田さん。小杉さんの娘さん二人がまだ存命だそうで、お父さんの行為で様々なトラブルに巻き込まれ、結

婚も出来ず二人静かに小さなアパートで暮らしておられるとこのこと。しかも８０歳を超えても生活のために、

まだ働いておられるそうです・・・・・ 

来年 映画製作が始まるそうです。その時はぜひ 映画館でご覧くださいね。    吉本智 拝 

 

３０代で４人家族のＫさん。 

ご両親がおられる近くに住みたいと、土地を探すこと半年。 

なかなか、予算にあう土地が見つからず、それならばと視点を変えて中古住宅を

購入し、家族にあった住まいにリフォームすることに方向転換されました。 

そして出会ったのが草津に建つ築３５年ほどの木造住宅。 

一緒に何度も下見を行い、心配だった木部の腐食やシロアリさんの被害も少なそ

うなこと、また耐震診断を行い現在の基準値（1.0)までリフォームで耐震性を上げ

ることが予算内でできそうなので購入。 

耐震性は現在 0.3 ほどなのですが、今回のリフォームで 1.0 まで上げることによ

り・・・県からの補助金３０万円・住宅ローン控除等で１２０万円・合計１５０万

円ほどの補助を受けて、工事を行います。私たちが手掛ける工事が、滋賀県では初

めての事例になるそう。 

今月から来年の２月まで工事を行っています。 

どんな耐震工事なのか？ 見学希望の方には予約制でご案内しますので、補助金

の内容やそのための工事の仕方など、きっと参考になると思います。 

「耐震工事見学したい」とご連絡くださいね。 



今年も多くのお客様に支えて頂き、一年を過ごす事が出来ました。社員一同

感謝を申し上げます。 

さて、気になる消費税の再増税が先送りされそうです。この便りが皆様の目

に触れる頃には、選挙により結論が出ている頃だと思います。前回の衆議院

選挙は 2年前の12月でしたので、任期を2年残しての解散総選挙となります。

選挙費用は約 700億とされてますので、350億の血税の損失となります。庶民

のほとんどは増税されない、又は先延ばしされる事に対し異議を唱えるもの

はいないはずです。誰に対して何の信を問う選挙であるのか理解に苦しみま

す。期待された政権ですが多くの人は恩恵を享受していないアベコベノミク

スにならない事を祈り、日本の力を信じたいと思います。 

来年もどうか宜しく御願いします。 

 

 

 

シンプルに暮らす趣味の家 

３世代で暮らす京都の家 



 

 

 

来年も沢山の出逢いにふれ、皆様の夢をかなえられるように、そして皆様にとりましてもご健康で幸多い素敵な一年に

なりますようお祈りいたします。 

㈱ベストハウス スタッフ一同 
年末年始休は 12/28～1/5とさせていただきます。 

 

  

火と太陽で暮らす日野の家 

土で暮らし火で暖まる家 


