
 

 
 
   
 

 ごあいさつ 

  色とりどりの花が咲きそろう季節となりましたが 
   お元気でお過ごしでしょうか。 
  この度、お客様に島崎工務をもっと知って頂こうと思い 
  ニュースレターを作りました。 
  私どもは、お客様と同じ目線で一緒に考えながらそれぞれ 
  の家庭にあった家作りをすることが住みよい家作りのカギ 
  になると思います。このニュースレターを通じて住まいの 
  アドバイス・ニュースなどをお伝えしていこうと思ってお 
  ります。又、お客様からのご質問、ご相談があればお答え 
  していきたいと思いますのでお気軽にご相談ください。 
 

 
                                                  

    
    （ふとん干しのコツ） 

 
 
     
   
 
                           
 
                              
   

  

 

気持ちのいいお天気になってきま

した！！そんな天気の日はふとん

を干しませんか？ 

 
 ごあいさつ 
 暮らしのワンポイント  

    （ふとん干しのコツ） 
 家族でおでかけ 

    （いちご狩り） 
 通気断熱ＷＢ工法 
 おすすめ情報 

    （映画紹介） 
 ＭＥＤＩＣＡＬ 

    （アレルギー） 
 今月のランキング 

    （母の日 プレゼント） 
  Ｌｅｔ‘ｓ クッキング 

    （たけのこ） 
  Ｆｌｏｗｅｒ 

       （ふじの花） 
  住宅補償 

ポイント 1：干す時間は、午前 10 時から午後 2 時の 1～2 時間 

紫外線が強い時期は、布地が色あせて 

しまうのでカバーするとよい。黒っぽいカ 

バーをかければ、日光を吸収してよく乾 

燥します。できれば両面干しましょう。 

ポイント２：ふとんはたたかない！ 
 ふとんをたたいた時に出るホコリノよう 

   なものは、実はふとんの中身がちぎれて出てくるだけです。 
   たたいてもきりがないし、ふとんに良くないのでやめましょう。 
   ホコリヤダニが気になる場合は、手やブラシで軽く払うか掃 
   除機をかけましょう。 
ポイント３：羽毛ふとん、羊毛ふとんは陰干し  

   羽毛や羊毛のふとんは直射日光に当てると痛みやすいので 

   風通しの良い場所で陰干ししましょう。 

  

 

枕も干しましょう！！ 
 ポイント１：バスタオルでくるんでほす。 
ポイント２：日光に当てたいときはハンガー 

 ポイント 3：素材、取り扱い表示をよく読んで！ 
 

快適生活 



    

                                         
                     
                            
                      
          
                   
 
                              

                       

 
                                    

                                 
                                    

                           
                                 

                              
                                    
        
  

     
      
                     
            
          
     

    
 
 
                   
 
  
              【全国初、国土交通大臣認定 RLFC－0001】  
              【今、健康への決心です。】 
シックハウス症候群って知ってますか？  
シックハウス症候群とは・・・壁材、壁紙、塗料などの建材に使用されている化学物質が室内環境に溶け出し、アレルギー、ア

トピー性皮膚炎、喘息、偏頭痛を引き起こす「新築病」です。合板やビニールで囲った高気密住宅はペットボトルと同じで物を

保存する容器の中に人が住んでしまったのです。その結果、臭いも化学物質も湿気も閉じこめられ病気やカビ、ダニが発生す

るということがおきてきました。今、日本では子供の多くが発病しているといわれています。 
シックハウス症候群を解決する方法が日本風土に適している伝統的な家づくりの中にありました。土壁の原理です。    
土壁は耐火性や吸湿性に優れ、昔から日本建築には欠かせないものでした。この土壁のメリットを応用して、科学物    

                                         質を湿気とともに壁から透過させ 
                                         る発想というのが WB 工法という    

                                     新しい工法です。    
                               この新しい工法を今、勉強して 
                                  います。 

                                 安心できる住まいをお客さまに 
                                 ご提案していきたいと思います。   
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

いちご狩り 
 いちご園の選び方 

いちご狩りそのものは 30 分くらいで終わってしまうので 
いちご狩りの後にどこに行くか考えると、まず地域をきめ 
ることが先決！ 
各いちご園に電話したりホームページを見たりして希望 
の条件に合うところを探します。選ぶポイントを挙げると・・ 

       
栽培システム 
高設栽培：地面より高い所に設置されている 
  ので車椅子でも入れるところが多いです。食 

べる時に楽です！ 
  （私もこの栽培方法でイチゴ狩りをしました。歩 
   きやすくイチゴが選びやすいです。コンデンスミルクをつけて 
   食べてもおいしいです。）        

        
         地耕栽培：地面に盛られた土に黒いビニールシート       
            を被せて植えられている従来の栽培。高設栽培と 
            違い低い所にあるので小さい子供でも手が届き、 
            摘みやすいです。 

   
 

石垣栽培：温暖な南斜面地でコンクリートブロックを 
用いることにより育成を早めて、早期に開花、熟成 

  させる栽培方法。この辺ではあまり見かけません。             
                                           

 

滋賀のいちご狩り 
アグリパーク竜王 （竜王町） 4 月下旬～5 月下旬

甲賀いちごハウス（甲賀町） 3／1 ～ ５／31 

 小杉豊農園（東近江市） 1／13 ～ 6 月頃まで 

 近江舞子いちご園（大津市） 5 月中旬～6 月上旬 
 あいとうマーガレットステーション            

          （東近江市）   3 月下旬～5 月下旬 
 観光いちご園サンシャインヴィレッジ 

    （栗東市）          3／11～ 5／31 
 観光いちご園ゆうゆう（竜王市） 3 月～5 月末日 

 南出農園 （野洲市） 3／3 ～5／31 

 日野ダリア園（日野町） 12 月初旬～6 月下旬 
 

注意！！ 
いちごは 90%が水分で 
すのでお腹いっぱい食 
べるとトイレに行きた 
くなります。小さいお 
子さんは気を付けて下 
さい。 



 
 

 
          
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 
 
国土交通省は耐震強度偽装の再防止策の一環として、住宅              欠陥 
の被害を補償する新制度をまとめた。 
2009 年度半ばをめどに、一戸建てやマンションなどすべて 
の新築住宅の売り主に「欠陥住宅保険」への加入か、補償 
に充てる資金の供託を義務付ける。売り主が経営破綻して 
も欠陥住宅の補償を確実に受けられる仕組みを整え、被害 
者が保険や供託金で補修や立て替えをできるようにする。 
欠陥住宅保険は売り主が保険を引き受ける法人（保険法人） 
に保険料を払い,欠陥があった場合に保険金を受け取り、買 
い主への補償にあてる。保険金は補修に必要な八割程度に 
する方針。残りは売主が負担する。 
売り主が経営破綻した際は買い主が保険金を直接、請求で 
きるようにして、金額を補償する。 
住宅の欠陥の有無を検査できる機関を国が保険法人に指定 
し、検査を通った新築住宅が保険に入れるようにする。                              
合格しない住宅は保険にも入れず売買もできない。 
 

 
 

 

 

 

 

ワンポイントニュース 
 
島崎工務・・・（株）あんしん保証会社の保証制度の

登録工務店です。優良住宅瑕疵保証制度、地盤調査・

保証制度に登録しています。 
 
瑕疵保証とは・・この保証は建設会社と関係のない第

三者機関（国土交通省指定評価機関）が検査を行うこ

とでお施主様の住宅が確かな品質であることをプロ

の目でしっかりと確認します。お引渡し後１０年間に

万が一瑕疵が発生した場合はその費用を保証する制

度です。 
 
地盤調査保証制度とは・・工事の前に「地盤調査」し

軟弱な地盤には最良の対策工事を行います。住宅あん

しん保証の調査、対策に基づいて施工された建物の万

が一不同沈下に起因する損害が発生した場合は、建物

の修復費用・地盤の修復費用を「完成お引き渡しより

10 年間、最高 5000 万円まで」を保証します。  
   
 
  株式会社 あんしん保証 
   国際標準化機構（ISO：中央事務局スイス・ジ

ュネーブ）が定める国際的な品質マネジメント

システム規格である「ISO 9001:2000」を取得

した。 
 

        
 
             
           

1. 泥土をきれいに洗い落とす。 

2. 筍の穂先を斜めに切り落とし 

   縦に一本包丁を入れて、株部分を整える。        

3.  鍋に充分水を入れ「糠」（ぬか）一握りと「たかのつめ２～３  

  本」を加え、お箸が 通る程度まで茹でる。 

  この時、筍の一番外側の皮を取り除いておくのがよい。 

4 . 茹で上がれば、そのまま茹で汁につけたまま完全に冷ます

（湯止め） こうするとえぐみが残らない。 

5 縦に入れた切り目から皮を丁寧にむいて水洗する。 

      水にさらしてぬかを抜く。 

 
 
 
 
圧力鍋を使う場合 
 鍋に 7 分目程度に「水」を入れ「糠」を一握りと「たかのつめ 2～3

本」を加える。 

たけのこを入れ「すのこ」を落とし蓋として入れる。2 リング加圧後

15 分程度自然放置してからとりだす。 

（たけのこは日の経過したもには圧力鍋を使用するとやわらかく

なる。） 
保存方法 
 清潔な密封容器にきれいな水とたけのこを入れ冷蔵庫に保存す

る。毎日水を取り替えれば一週間保存できる。 

 

 
 
 フジの花  藤つる性木本（マメ科） 
花期は 4～6 月。長く垂れ下がった花穂にたくさんの蝶形

花をつける。花は花穂の付け根から先端に向かって咲い

ていく。花穂は長さ 30～50cm、ときには 1m に達するもの

もある。花は青紫色だが株によって濃淡があり、白花もあ

る。落葉性のつる性木本で、ほかの樹木や岩などに巻き

ついて高くのぼる。つるは右巻き。近緑種のヤマフジはつ

るが左巻きで、花穂が短くまた葉に毛が多い。 
                    
                    正法寺 
                   滋賀県日野町鎌掛 2145 
                    拝観時間 
                      9 時～18 時 
                    入苑料 
                      200 円  
 
                   樹齢約 300 年の見事な藤 
                   が毎年咲き、鎌掛の藤の寺 
                   として親しまれている。 

〒522-0341 
 滋賀県犬上郡多賀町多賀 1522-1  
      島 崎 工 務 
     TEL・FAX 0749-48-0077 
ホームページ    http://www.shimazakikoumu.com 

E－mail     simasima@pcm.ne.jp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

            
 
公立の小中学生の５．７％がぜんそく、５，５％

がアトピー性皮膚炎にかかっている。アレルギ

ー性鼻炎が９．２％、アレルギー性結膜炎が３．

５％、食物アレルギーが２．６％、アナフィラキシ

ーが０．１４％となっている。男子が女子を上回

る結果となった。 
ぜんそく、アトピ－性皮膚炎食物アレルギーは

年齢が上がるとっ減っていく傾向だったがアレ 
ルギー性鼻炎と結膜炎は中学生が多かった。 
 
   

 

 

5 月 13 日は母の日 
日頃の感謝の気持ちを込めて 

プレゼントを贈りませんか？ 
   

2006 年のプレゼントランキング 

1. 花束 

2. ブラウス    

3. セーター 

4. 鉢植え 

5. パジャ 

6. 肌着 

7. アクセサリー 

8. 現金 

9. カーディガン 

10. 財布 

 

 

 劇場版 名探偵コナン紺碧の棺   4／21 から

    （ジョリー・ロジャー） 

 

 クレヨンしんちゃん           4／21 から 

     嵐を呼ぶ歌うケツだけ爆弾 

 

 ゲゲゲの鬼太郎              4／28 から

 

 真・救世主伝説 北斗の拳      4／28 から

  ラオウ伝説激闘の章 

 

 東京タワー                4／14 から

  オカンとボクと時々オトン 

 

 バベル                     4／28 から

 

 ライフ・イズ・ベースボール        4／28 から

 

 眉山 －Ｂ Ｉ Ｚ Ａ Ｎ－       5／12 から

 

 学校の階段               4／28 から

 

 ブラッド・ダイヤモンド          4／7 から

 

 ラブソングができるまで         4／21 から

おすすめ！！ 
スパイダーマン 
    5／1 から 

【３作品目でとても楽し 
みです。黒いスパイダ 
―マンとなったピータ 
―はどうなるのでしょ 
うか。】 
 
パイレーツ・オブ・カリビアン  5／25 から

  ワールド・エンド 
【３作品目。９人の伝説 
の海賊を招集し、世界 
中の海賊達を蜂起させ 
一大決戦に挑む。鍵を 
握るのはジャック・スパ 
ロウだった・・・】 
 

上映中・近日上映の映画をご紹介！！ 

プレゼント以外では・・・ 
・ 一緒に食事 
・ 電話をする。 
・ 一緒に旅行 
・ 出かける 
・ ご飯を作る 

 

ニュースレターにご意見・ご感想がありましたら 
  yumi-letter@docomo.ne.jp 

             までよろしくお願いします。 
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