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【トミカ博 in OSAKA  

̃いくぞ、いちばん乗りッ。～】 
期間 2009 年 4 月 24 日 ～26 日、 

29 日～5 月 6 日 
場所 ATC ホール（大阪南港 ATC） 

 
家でのんびり DVD を見る休日はどうです 
か？ 最近、うちではやっています。 
おすすめの DVD や今、人気の DVD をご紹 
介します。 

 

DVD 人気ランキング 

1. ウォーリー    

2. おくりびと 
3. レッドクリフ Part1 
4. ウォンテッド 
5. ハンコック 

 
6． 容疑者 X の献身 

7. アイアンマン 

8． ICHI 

9.  P.S アイラヴュー 

10. パコと魔法の絵本 

この中で「ウオンテッド」と「P.S アイラヴュー」を見まし

たがウオンテッドは意外な展開になりおもしろかったで

す。P.S アイラヴューは私は泣けてきてよかったですが

いろいろな意見がありました。ここにはありませんが

「ライラにお手上げ」や「X ファイル真実を求めて」など

もおすすめです。 

      正法寺の藤（蒲生郡日野町鎌掛） 
          境内には樹齢 300 年をこえる藤が 3 本あって 1m にも達する 
          紫の花房が垂れます。 
          4 月末～5 月中旬 9：00～17：00 
 
 鎌掛谷ホンシャクナゲ群落（蒲生郡日野町鎌掛） 
  標高 300～400m にわたる約 4 万平方メートルをおおって密 
  生していて花は 4 月下旬～5 月初旬にかけて咲きます。 
  昭和 6 年に国の天然記念物に指定されています。 
          
         総持寺（長浜市宮司町） 
          滋賀県一のボタン寺で境内一面に植えられたボタンは約 80 種 
          類 1000 株。4 月下旬～5 月上旬が見頃です。 

            

 
草津市立水生植物公園みずの森 
        リビングストンデージー 
 他にもたくさんの花がさいています 

時間  10：00～16：30 
会場内はトミカとプラレールを使った巨大ジオラマや「アトラクショ 
ンゾーン」では「トミカつり」や「のれるトミカ」「トミカ組立工場」な 
ど楽しいアトラクションがたくさんあります。 

【伊賀の里モクモク手づくりファーム】 
5 月のイベント        （三重県伊賀市西湯舟） 

第 14 回とんとん祭り 2 日～6 日 
ミニ豚ダービー、とんとんキューブで 
巨大絵合わせパズルやたくさんの屋 
台もでます。 

  
【第 15 回 春のしがらき駅前陶器市】 
開催日時 

4 月 29 日～5 月 6 日 
9：00～17：00 

信楽駅前にテントがずらり並び信楽焼 
きや地元特産品の即売会など行われます。 
   
【グリム冒険の森（蒲生郡日野町熊野）】 
 コテージやオートキャンプ場がありますがそうめん流し（春休

み～10 月上旬）やお菓子の家作り（毎週日曜日）などか開催

されています。 
 

【八日市大凧まつりプレイベント願い札貼り】 
5 月 5 日こどもの日に子供達の夢をたくした「願い札」を大凧

に貼ります。一枚 100 円。この他に凧作りや飴のつかみ取りコ

ーナーもあります。  
 

【南郷水産センター】 
魚のつかみ取りや魚釣りなどがあり釣ったさかなはそこで食べ

られるのでお弁当を持ってのんびりすごすにはおすすめです。 
前はこどもの日は無料開放でしたが今はどうなっているのでし

ょうか？ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 出石皿そば 
 小皿に盛った皿そばを食べました。薬味も多彩なのが特 

徴でわさび、ねぎはもちろんですが多くのお店で玉子、 
山芋がそえられています。お店では一人前 5 皿となって 
いますが何皿でも追加できます。お店によっても違います 
が指定枚数食べると「そば通の証」がもらえます。 
男性 20 皿 女性 20 皿 子供 15 皿でもらえます。 
挑戦したかったのですが他のお店にも行きたかったので 
断念しました。（私はこのくらいは食べられそうです。） 
お店によってそばの色や硬さ味が全然違っていてやはり 
今回もおいしかったです。また今度は違うお店に行きたい 
と思います． 
  

 出石酒造   1708 年（宝永 5 年）    永楽館   近畿最古の芝居 
        創業の造り酒屋です。          小屋です。明治

        赤い土壁が歴史を感          34 年に会館して 
        じさせてくれます。           平成 20 年に大 
        地酒の楽々鶴（ササ          改修を終えて新し 

ツル）があります。           くなりました。 

宝永三年（1706 年）に出石藩主松平氏と信

州上田の仙石氏がお国替えとなりました。そ

の際、仙石氏と供に信州から来たそば職人の

技法が在来のそば打ち技術に加えられ誕生

しました。その後、出石焼きが始まり白地の小

皿に盛る様式が確立されました。 
今では約 50 軒のそば屋が並ぶ関西屈指の

そば処として知られています。 

4 月に出石にそばを食べに行きました。前にも一度行った 
ことがあるのですがその時に食べたそばがおいしかった 
のでどうしてももう一度行きたくて少し遠いのですが行っ 
てきました。今回は北回りで 3 時間くらいかかりました。出 
石はそばもおいしいのですが町並みもよくておすすめです。 

 
 
 
 
 
 
 
作り方  
① ぎは余分なところをしっかり切り落として 8 等分に深く切り込みを入れます。 
② ①の玉ねぎにラップをして電子レンジに 10 分ほどかける。 
③ ホタテの缶詰めの汁、ホタテ、（A）の調味料を合わせて電子レンンジに 5 分かけて

沸騰したら水で溶いた片栗粉少々を入れて混ぜてあんを作る。 
④ ③を玉ねぎの上からたっぷりかけてみつばのざく切りを散らします。 
 

材料 （2 人分） 
 玉ねぎ    2 個 
 ホタテ    2／1 缶 
 みつば    適量 
 (A)  
 だし汁  1/3 カップ   酒  大 1 
 しょうゆ 大 1/2    塩  少々

 
 
 
 
 
                                      
  
 
 （遮熱タイプ）       （断熱タイプ） 
 
 

窓は外壁のおよそ 25～30％もの面積をしめるといわれてい

ます。光熱費がすくなくてすみ一年中快適な住まいを考え

たらまず、窓を高断熱化することも必要です 

暑い太陽の熱線を 50％
以 上カット。冷房効率

アップや 西日対策に

効果を発揮します。 

暖かい太陽光を取り

込み室内の暖房熱を

逃がさない複層ガラ

ス。 

窓やドアから出入りする

熱は屋根や壁よりもは

るかに多きな割合を占

めています。高断熱タイ

プの複層ガラスは熱の

流出を軽減できるので

冬は暖房の効きがよく

なります。また、遮熱タ

イプの複層ガラスは熱

の流入を軽減できるの

で夏は冷房の効きがよ

くなります。 
今、使用している単板ガ

ラスでも複層ガラスへ

の入れ替えは専用アタ

ッチメントで替えること

ができます。 

Ｌｏｗ－Ｅガラスとは板ガラス表面にイオンをぶつ

けて金属膜をつくったもので断熱性能、遮熱性能

がある。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

  
 

 
 
開始時期 
平成 21 年 5月 15 日以降に行われた対象家電製品の購入及びこれに伴う 

同種の製品のリサイクルを対象とします。 

対象家電製品 
統一省エネラベル 4☆以上の「エアコン」「冷蔵庫」「地上 

デジタル放送対応テレビ」 を対象とします。 

ポイントの付与額 
・エアコン、冷蔵庫・・・・・価格の 5％分程度 

 ・地デジ対応テレビ・・・価格の 10％分程度 

・対象家電商品の購入に合わせ同種の古い家電をリサイクルした場合 

  ・・・上記に加えてリサイクル料金相当分程度 

（例） 

 10 万円のエアコンを買い古い物をリサイクルした場合 

  5000 円分のポイントとリサイクル料金（相場 2625 円） 

  が加わり最大で 7625 円のポイントがもらえる。 

 10 万円の地デジテレビを買い古い物をリサイクルした場合  

  10000 円のポイントとリサイクル料金（相場 2835 円） 

  が加わり最大で 12835 円のポイントがもらえる。 

ポイント付与について気をつけること 
 今後のポイント付与及びこれを利用した様々な商品との交換を行うにあた 

 って以下の書類が必要になります。確実に受領・保管をしましょう。 

1. 保証書（購入日、購入店がわかること） 

2. 領収書（購入日、購入店、購入製品、購入者氏名がわかること） 
3. 家電リサイクル券の排出者控え（新たに対象家電製品を購して、同種 
              の古い家電をリサイクルした場合に限る） 

 

           

エコポイントとは・・・・ 
 省エネ型の家電など温室効果ガスの排出削減に貢

献する商品やサービスを購入したり利用したりす

ることでポイントがたまって他の商品やサービスと

交換できる仕組みです。 

ボーナスシーズンを前にポイント付与を先行して開始されます。私がニュースレ

ターを作っている時の様子ですがポイントの利用方法などの詳細はこれから

詰められることになっています。実際にポイントが使えるのは夏頃になるそう

です。今のところ期間は来年の 3 月末までです。 
 

基準をみたした新製品であれば家電量販店のほか電器店、ネット販売など国内ど

こで買っても一律にポイントが付与される。 
ポイントを得るためには「保証書」「領収書」「リサイクル券」を今後設けられる事

務局に郵送するなどして自らが申請することによってポイントが得られる。   

 
 
 
 
特徴 

1.業界初！付属鍋以外の金属鍋でも揚げ物ができる光・揚げ物温度調節機能 

 使い慣れたフライパンやホーロー鍋、ステンレス製片手鍋など揚げ物調理に 
 使える鍋が食材や量に合わせて鍋を選択できて使いやすくなりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
いろいろな鍋を使ってわず 
か 200ｇの油でも油の量を 
自動で判別して揚げられ 
るので経済的です。 
 
 
2.25ｄＢの静音設計を実現して煮物調理の弱火時も快適 

3.システムキッチンに美しく調和するフロントすっきりデザイン 

4.その他の機能 

・ 操作できるボタンのみが点灯し初めてでも使いやすい「光る天面ナビ」を載

しています。 

・ 煮炊きや揚げ物調理ができれば充分という方にお奨め、左右ＩＨの調理コー

スを「加熱」と「揚げ物」のみに設定できる「かんたん操作」の設定機能 

・ 主電源を「入」にしたままボタン操作をせず加熱しない状態で 15 分が経過す 

  ると自動的に通電を停止する「電源スイッチＯＦＦ」機能 

                       などが新しくなりました。 

今までは必ず付属の天ぷら鍋で油の量も決められていて付属品以外では正しい温

度調節ができませんでした。パナソニックから付属鍋以外でも揚げ物ができる光・揚

げ物温度調節機能を搭載したＩＨクッキングヒーターが 7 月 1 日より発売されます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 5 t 2 if

 

           花期は 4 月下旬から 5 月上旬で白や薄いピンクの花を

つけます。庭木の他に街路樹として利用されています。

うちの近所にも植えてありますが今、とてもきれいに

咲いています。 
           秋につける実は複合果で赤い。（食べられません） 
           ハナミズキは 1912 年に当時の東京市からアメリカ 
           ワシントン D.C.へ桜を贈った際、1915 年にその返礼 
           として贈られたのが始まりです。 
           ハナミズキは英名では doogwood と呼ばれています 
           がハナミズキの樹皮を煎じて犬のノミ退治に使った 
           そうです。 

  〒５２２－０３４１ 

滋賀県犬上郡多賀町多賀１５２２－１ 

        島﨑工務                       

ＴＥＬ ０７４９－４８－００７７ 

ＦＡＸ 0749－48－0112 

ホームページ   http:／／ｗｗｗ．ｓｈｉｍａｚａｋｉｋｏｕｍｕ．ｃｏｍ 

Ｅ－ｍａｉｌ     sima0077@leto.eonet.ne.jp 

Ｌｅｔｔｅｒ ｍａｉｌ   ｙｕｍｉ－ｌｅｔｔｅｒ＠ｄｏcｏｍｏ．ｎｅ．ｊｐ   

        

ご興味のない方は配信を中止させていただきますのでｙｕｍｉ－ｌｅｔｔｅｒ＠ｄｏｃｏｍｏ． 

ｎｅ．ｊｐか FAX の方へ名前だけでも結構ですのでご連絡をお願いします。 

 

 
春から夏の太陽は植物を大きく青々と成長させてくれます。

でも成長するのは園芸植物だけではありますん。いつの間

にか庭が雑草だらけ！！雑草対策としていくつかご紹介し

ますので参考にしてください。 

熱湯をかける 
（狭いスペース向き） 
雑草がはえているとこ 
に熱湯をかけます。パス 
タや野菜を茹でたお湯 
でもＯＫ 
雑草の根を殺すので枯れた後の草が残ります。 
広範囲には不向きです。 
 

固まる防草砂を使う（広いスペース向き） 
      雑草の種を地面に触れにくくする対策。 
      傾斜があったりジャリを敷き詰めにくい 
      場所などに有効です。  
      砂に水をかけると砂の表面が固まります

      雨などの水は吸収して地下に通します。 
      2～3 年で土に還るので廃棄の心配もな

い。重量物をのせるところには無理です。      

 

ジャリ、バークを敷き詰める（広いスペース） 
         ジャリやバークチップを雑草が生 
         えてほしくない場所に敷き詰め 
         ます。雑草の種を地面に触れにく 
         くすることで防草効果を発揮す 
         るのである程度（4～5ｃｍ程度） 
         厚く敷き詰める必要があります。 
         ジャリは勝手口付近や人目に付 
         きにくい場所などに敷き詰める 
         と防犯効果もあります。ジャリや 
         バークの下に防草シートを敷き 
         防草シートがかくれる程度に敷き 
 ガーデンバーク  詰める方法もあります。 

防犯防草のジャリ

塩水・塩をまく（狭いスペース向き） 
ちょっと塩辛いくらいの濃度 
の塩水や塩を雑草の生えて 
いる所にまきます。 
ただし食塩水や塩をまいた 
ところには、その後しばらく 
植物を植えることはできませ 
ん。  

平板・レンガを使う 
（通路など部分的に） 
 
 
 
 
 
 
 

アプローチや通路などな

らコンクリート製の平板を 
敷くのがおすすめ。ジャリ

と併用して使うと見た目

にもきれい。 
 

地道に手で草むしり 
     それが大変 
     なのですが 
     いろいろな 
     草取り道具 
     も出ていま 
     す。 
     草取り道具 
      げずっ太郎

グランドカバー植物を植える（広いスペース向き） 
地面を覆うように生育する背丈の低い植物の総称。低木

植物・ササ類・コケ、シダ類などがあります。 
     選んだ植物を植えさえすれば 
     次々と広がりつるをのばして 
     その場を覆ってくれるので草 
     が目立たなくなります。  
     つるにちにち草  あさぎり草 


