
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
西日本ではさくらんぼの栽培は珍しくさくらんぼ狩りを出来

る所は珍しいのでこの時期に出かけてみてください。 
アグリパーク竜王を核とした農林公園です。 
アグリパーク竜王 

蒲生郡竜王町山之上 
6 月 3 日～6 月中の予定 
  大人   ￥1,700 
  小学生 ￥1,300 
  幼児   ￥800 
 30 分食べ放題 
谷村さくらんぼ園 

 6 月 7 日～6 月末頃 
堀井観光農園（仙ちゃんのさくらんぼ園） 

 6 月上旬～6 月下旬 
杉本園 
  6 月上旬～6 月下旬   
    

 
 
マキノピックランド（高島市マキノ町） 
中国桜桃、甘果桜桃、アメリカンチェリーの 3 種類が栽培 
されていますが今年は春先の天候が影響して中国桜桃の 
食べ放題は中止になりました。 
  6 月 10 日頃から開園されるそうです。 
  詳しくは 0740－27－1811 までお問い合わせください。 
 料金 甘果桜桃（150ｇの収穫体験）  ￥1,000 
     アメリカンチェリー（30 分食べ放題） 
        大人   ￥1,500      時間 
        小学生  ￥1,000       9 時～16 時 
        幼児    ￥600  

 

 

 

 

 
 

テレビも地デジに変わるため買い替える家庭が増えてきましたが

今度は 3D のテレビが発売され始めました。テレビが安くなるまで

我慢していたのに・・またまた新しいテレビの出現でどうしたらいい

のでしょうか？値段は高いが興味はあるし・・・ 

3D テレビとは・・・・ 

人間が右目と左目で見る映像が違うことを応用

して立体的に見えるようにしたもの。地上波デジ

タルテレビ対応をもっていても 3D 対応テレビで

ないと 3D 映像を見ることはできません。 

3D 対応メガネが必要です。 

パナソニック【ビエラ】は 5 月下旬に発売 
SONY【ブラビア】 は 6 月～7 月にかけて発売 
三菱・シャープは今夏に発売予定です。 
 

3D 映像の負担 立体感強い子どもは注意！！ 

 子どもは両目の幅が大人より狭いため、3D 映像の飛び出し感と奥行き感の両方がより強く感じるそう 
 です。家で 3D 映像を見る際に注意すべき点は。 
① 照明に注意。蛍光灯は映像の影響でチカチカするので避け白熱電球や LED 電球にしましょう。 
   部屋を暗めにすると目への負担が少なくなります。 
② 大人が立体的に見えていても子供には二重に見えるなど立体的に見えていない場合があります。 
   子供が同じように見えているか確認しましょう。 
③ 目をこするなど手を目にやるしぐさは眼精疲労のサインです。疲れを訴えなくても小学校低学年まで 

は 30 分に 1 回は休憩しましょう。 
④ 乗り物酔いしやすい子供は気分が悪くなりやすい。映画館の最後尾の正面から見てもすぐに疲れる 

場合は体質的に 3D 映像には不向きです。 
⑤ 寝転んで見るのも眼精疲労を引き起こす可能性があります。 
⑥ 睡眠不足の時や酔っているときは控えましょう。 

 
1 位 グリム冒険の森（蒲生郡日野町）            キャンプ場・コテージ   温水シャワー有 
2位 家族旅行村ビラデスト今津（高島市今津町）     キャンプ場・コテージ   温水シャワー・お風呂有

3 位 マキノサニービーチ知内浜オートキャンプ場  キャンプ場 
（高島市マキノ町）   

4 位 滝と渓流の高山キャンプ場（長浜市高山町）     キャンプ場・コテージ 
4 位 青土ダムエコーバレイ（甲賀市土山町）        キャンプ場・コテージ   温水シャワー有 
6 位 マキノ高原キャンプ場（高島市マキノ町）       キャンプ場         温水シャワー・お風呂  

7 位 グリーンパーク山東（米原市池下）           キャンプ場・コテージ   温水シャワー・お風呂有

 
 キャンプ場は人気があるので早めに予約しておかないととれないのでご注意ください。 

時間 
 10 時～16 時 
先着順ですのでお早めにお出

かけ下さい。 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
シロアリとは・・・ 
 日本に生息しているシロアリは主に地下（土の中）から建物 

に侵入する地下シロアリと飛来等によって侵入し乾いた木 
材を加害するカンザイシロアリにより大別されます。シロアリ 
はアリの仲間ではなくゴキブリの祖先と一緒だと言われてい 
ます。 

シロアリとクロアリの見分け方 
  
          
 
 
 
 

【シロアリの羽アリ】       【黒アリの羽アリ】 
・ ずん胴            ・ くびれ腰 
・ じゅず状の触角       ・ くの字型の触角 
・ 前の羽と後ろの羽     ・ 前の羽が大きく後ろ 

      が同じ大きさ          の羽が小さい 
 

4 月中旬から 6 月にかけてのこの時期に

シロアリの親である羽アリがいないかご

注意ください。一匹でもいたら数百倍以

上のシロアリが生息しています。 

シロアリは巣を営んで集団生活をしています。その巣

から蟻道と呼ばれるトンネル状の通り道をつくりその

中を通ってやがて家の中に侵入していきます。そんな

シロアリを発見するポイントとして挙げられるのが「羽

アリ」です。新しい巣を作るために王アリ・女王アリが

飛び立ちます。飛び立つ時期は 4 月～7 月頃です。 
主に発見されやすい場所は浴室・庭の垣根・支柱・放

置された木材などです。 
次の発見のポイントは柱をかなづちなどでたたいてみ

てください。被害がある場合は空洞音がします。 
もうひとつ気をるけることはご近所さんでシロアリが発

見されているかどうかです。蟻道ができているかも知

れませんし飛んできているかも知れません。 

被害の受けやすい場所は湿気が多く風通しの悪い場所 
① 水をよく使う（台所・洗面所・トイレ・浴室）の床下 
② 水をまくことの多い玄関周り 
シロアリは温度 20～26 度 湿度 60％位が一番好む条

件です。 
シロアリを寄せ付けないための注意点は建物の周辺に

木の杭や木の垣根、木片などがあるとここからシロアリ

が繁殖する場合があります。敷地内に木片を放置しな

いようにしましょう。床下の湿気がこもる場合、床下の通

気口がふさがっていないか確認し、場合によっては通気

口を大きくしたり床下換気扇を設置して床下を乾燥させ

ます。 

 
 
              ハートが実る木があります。それは沖縄で 
              絶滅危惧が懸念される「はりつるまさき」の 
              一種で全世界では 300 種類以上存在する 
              と言われています。 
              はりつるまさきの突然変異種でハートの実 
              がなるこから品種改良を重ねて 10 年以上 
              の歳月をかけて誕生させたものです。 
6 月～7 月に小さな白い花を咲かせます。7 月～翌年 1 月頃まで

ハート型のかわいらしい実をつけます。 
ハートツリーは暑さや寒さに強いので室外で育てることができ日

常の手入れがしやすいです。太陽の光をよく当てたり寒くなると実

の発色がよくなります。   花言葉は『小さな幸せ』です。 
  

 
 日本たばこ産業（JT）が火を使わず煙が出ない無煙たばこ「ゼロスタイル・ミン 

ト」が東京都内限定で発売されました。 
パイプ状の本体にタバコの葉が詰まったカートリッジをセットして吸い、口や鼻 
で香りを楽しみます。1 本のカートリッジで半日～1 日程度吸えます。 
本体とカートリッジ 2 本入りで 300 円 詰め替え用カートリッジ（4 本入り）400 円 
タールはゼロ・ニコチンは JT で最も少ない商品の 1／20。煙が出ないので受動喫煙の影響は 
ありませんが吸う本人の健康にはリスクがあります。 
無煙タバコの公共の場での喫煙には対応が別れているようです。 
航空会社では日本航空は「国際線を含め無煙タバコは機内で吸ってもかまわない」そうですが 
全日空は「機内では吸えません。無煙とはいえタバコには違いないから」ということです。 
鉄道では JR 東日本は「今の時点では明確に禁止にはしていない」 JR 東海「禁煙対象と考え 
ていない」 JR 西日本「対応は未定で禁止する可能性もある」というふうにそれぞれ対応が分か 
れています。 売上は好調のようです。    

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

各部屋にワンポイントとして天井に無垢

のパイン材を使用しました。 

キッチン、リビングの統一感を出すため明

り取りの窓を付けました。 壁面一面にピッタリ収まるキッチン、

カップボードを入れました。 

洗面室とトイレの床はクッションフロアーよりワンランク

上の床材を貼りました。 
すり傷や引っかき傷がつきにくく汚れやシミも付きにく

いです。水で濡れても拭きやすくなっています。 

昨日、彦根Ｓ邸完成しました。 
デザイン、建築素材、収納他すべてお施主

様の思いをカタチにすることができました。 
お施主様には細かなことまで何度も何度も

話し合いをし、ご苦労をお掛けした結果、最

高に喜んで頂ける「ひとつだけの家」に完成

しました。 
本当に休み返上で家づくりに参加していた

だきありがとうございました。 楢材の 15 ㎜厚の天然フローリングです。 

楢は・・・ 

 水に強く害虫にも強いという特性があります。



 
 
 

 
 
 

 

トイレの備品を収める収納を壁の一部

として設けました。 
これはうちにも欲しい収納です！ 

生活スタイルによって収納の

思いも違います。すべてお施

主様の意見を取り入れて設け

ました。 

階段の途中の中 2 階におどり場を設けました。 
お子さんの転落防止にも・・ 
少し余裕のある空間でこの家の一番の見せ場です。

階段の登り口と 2 階の手すりの所に遊

び心でニッチをつくりました。 

作り付けの家具です。 
本棚は棚の高さが自由に調節できパソコンを置く

ために収納のできる机を取り付けました。 
テレビ台は稼動ができるもので下の棚は扉を付け

ました。 


