
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ごあいさつ 
 今年も 1 月のニュースレターはお休みさせていた 

だきましたが 2 月よりまたいろいろな情報をお届 
けしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

京都で行われる節分祭 
祇園さんの節分祭（八坂神社） 
 2 月 2 日（節分祭前日） 
  13：00、14：00、15：00   舞踊奉納、豆まき   
 2 月 3 日（節分祭当日） 
  11：00、13：00、15：00   舞踊奉納、豆まき 
 

                   

            

                   

         

 
       日吉大社（大津） 

             11：00～節分祭、放射の儀 

                   福豆まき 

             ※福餅、福豆に景品引換 

               え券付き  

             

            立木観音（大津） 

            10：00～御練り供養 

            10：40～大護摩法要 

10：30、12：30、13：30、14：30、15：30、16：30 

                      福豆まき 

立木神社（草津） 

 15：00、18：00、20：00 福餅・福豆まき 

 御神酒、甘酒無料接待 

 宝みくじ（1 回 200 円）※豪華景品が当たる 

 

勝部神社（守山） 

 16：30～福豆まき 

 

兵主神社（野洲） 

 14：00～節分祭、還暦祈願祭 

 15：00～福豆まき  

 2012 年 2 月 3 日（金）滋賀県内で

行われる節分祭をご紹介！ 

 

建部大社（大津） 

  13：30～15：00 伊勢神楽 

 

大宝神社（栗東） 

  13：30～15：00 厄除長寿祈祷祭 

  16：00～     福豆、福餅まき   

 

日牟八幡宮（近江八幡） 

  19：00、20：00 福豆まき 

  

多賀大社（多賀） 

  11：00、14：00 福豆、福餅まき 

          招福祈願 

 

長濱八幡宮（長浜） 

  14：00～節分祭 

  14：30～追儺式及び福豆、福餅まき 

  

※2012 年 2 月 5 日（日） 

太郎坊宮（東近江） 

  12：00 頃～豆まき、餅まき、厄除け祈願

 

         開催日に注意！！    

今年の恵方は

北北西  

平安神宮節分祭 

2 月 3 日 

  13：00～ 節分祭 

  14：00～ 大儺の儀  

  15：00～ 豆まき 

  16：00～ 大日焚神事 

見所が多く大儺の儀は古代のまま 

に行われます。甘酒の接待(無料)も

受けられます。 

 

吉田神社 

 2 月 2 日～4 日 

  約 800 店の露店も出て 4 日に 

は福豆抽選会があります。 

  

壬生寺 

 2 月 2 日～3 日 9：00～21：00 

        4 日 9：00～20：00 

無料ぜんざい約 1000 食分 

 

   

天龍寺七福神めぐり 
2 月 3 日総門前で福笹を受けて境内の

塔頭七力寺のお札を受けて廻ります。 
三秀院から始まり弘源寺、慈済院、松

厳寺、永明院、寿寧院、妙智院と続き

ます。       時間 8：30～16：30 
 
伏見稲荷大社 
 2 月 3 日 祭典 8：00～ 
  福豆まき 祭典終了後 
         11：30、13：00 
 
北野天満宮 
2 月 3 日 
 節分祭祭典  10：00～ 
 追儺式     13：00～ 
       （終わったら福豆まき） 

京都では四方参りといってその年の

恵方がどの方向であっても等しく厄

除けができるように京都御所を基点

にして東西南北の鬼門にあたる寺

社 4 つにお参りに行く風習がありま

す。 
東北・・・吉田神社 
南西・・・壬生寺 
南東・・・伏見稲荷大社 
北西・・・北野天満宮  

滋賀のイベント 
第 6回 坂本盆梅展    1／25～3／4  9：00～17：00

西教寺秘伝大根煮     1／15～2／15  9：00～16：30

  無病息災祈願の大根煮が賞味できます。 ￥800 

近江八幡節句人形めぐり 1／11～3／20  9：00～16：30

 近江商人が所蔵する貴重な雛人形の展示が行われます

長浜盆梅展         1／20～3／11   9：00～17：00

余呉湖わかさぎ釣り 

余呉湖ではわかさぎ釣りの最盛期を 

迎えています。わかさぎ釣りは川並桟 

橋と江土桟橋で行われます。 

時間  6：00～17：00 

 料金  大人￥1,300 小人￥800 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                              階段の収納です。現代風階段箪笥です 
                                                  

只今、11 月の終わりに上棟させていただいた家の造作をしています。

階段や小上がりの和室になる所のスペースに 

収納をつくりました。 

生活をする上で必要な「物」の量はどんどん 

多くなっていって収納するスペースも必要に 

なってきています。 

主婦にとっては少しでも収納できるスペース 

があると便利です！ 

階段箪笥とは・・・ 
 階段下の空間を有効利用する目的で引き出し 

や戸棚を取り付けた箪笥。 
江戸時代の始め狭い町屋に 
登場し箱階段とよばれました 
衣裳箪笥や商業用の箪笥が 
現れるよりも前から使われて 
います。 
建物に取り付けて柱や壁と 
一体化したものと移動できる 
置き家具タイプのものがあり 
ます。 

小上がりの和室です。 
大き目の引き出しでたっぷり収納ができます。 

小上がりの和室 
 「家事をしながら子供の面倒が見れる畳コーナー」

「主寝室は和室に」など日本人ならではの「和空間」へ

の憧れを持つ方が多いようです。 
最近ではＬＤＫの好きな場所に「畳の部屋」を設置され

る方が多く琉球畳や和紙畳などこだわりの畳を入れた

りします。 
家族や親類、友人が集まるＬＤＫで子供と遊んだり少し

横になってのんびりしたりと使い方はいろいろできま

す。 

お施主さまのご好意により完成見学会をさせていただくことになりました 
外観は「蔵」のようなシンプルで落ち着いた感じの家です。 
床は無垢のフロアーを使っていて木の温かみを感じていただけ玄関の天

井、和室の天井もお施主さまと相談し変わった仕上がりになっています。 
2 階にはロフトも・・・・ 
見て感じていただけるところがたくさんある家になると思いますので是

非、お時間がありましたらご来場いただきたいと思います。 
3 月頃に予定していますので詳しいことは来月のニュースレターでお知ら

せさせていただきます。 
 

       スノードロップ 
            ヨーロッパからコーカサス山脈に 
            約 10 種類が分布する球根植物 
            です。冬に芽を出して早春に花を 
            咲かせて初夏まで成長して夏の 
            間は休眠します。ヨーロッパでは 
            古くから親しまれていて宗教キリ 

スト教では 2 月 2 日の聖燭節の 
花とされています。 

1 本の花茎には 1 輪の花が付きます。花は気温が極

端に低くなったり夜になると閉じます。これは花の中

を一定の温度に保温しておくためだとされています

が真偽は定かではありません。   

                             花粉症は他の病気も引き起こす！！ 
                                  花粉症の主な症状としてはくしゃみ、鼻水、鼻づまりが挙げられます。 
                                  その他症状がある場合は次のような病気が引き起こされているかも？ 
                                慢性副鼻腔炎 
                                   鼻と隣り合いつながっている副鼻腔という空洞に炎症が起きる病気。 
                                   別名蓄膿症。粘り気のある鼻水が出る場合は花粉症と区別するのは 
                                   難しい。 
                                気管支喘息 
                                   鼻と気管支はひと続きの同じ器官です。花粉症と気管支 
                                   喘息を合併している場合はどちらかが悪化するともう片方 
                                   も悪化することが多いです。気管支喘息でなかった人も 
                                   花粉症がきっかけで発症してしまうこともあります。 
                             
                                        気をつけてください！！ 

今年の春のスギ・ヒノキの花粉総飛散量は

昨年より減りそうです。2010 年の猛暑に比

べると 2011 年は全国的にましにになってい

て曇りや雨が西日本で多かったこと、真夏

日が多かったものの日照時間が 2010 年よ

り少なかったため今年の花粉 
の飛散量は 2011 年にくらべる 
と大幅に減少します。しかし例 
年と比べるとそれほど大きな 
違いはないようです。 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 このように倉庫みたいになっています 
                          写真は人が少ないですが車が渋滞す 
                          るくらいに人がいっぱいです。             
 
 
 
               カートも大きくてみん 

ながこのカートなので 
少し移動しづらいです。 

                          

みなさんはコストコをご存知でしょうか？ 
コストコとはアメリカ生まれで高品質な優良商品をできる限りの低価格で提

供する会員制倉庫店です。 
前から行きたいと思っていたのですが 12 月 9 日に京都の八幡市にオープン

したので早速、行ってきました。 
コストコの大きな特徴は会員又は会員の同伴者でなければ入ることができま

せん。 
個人会員の年会費は 4200 円で家族 1 名分が 
無料になる家族カードが発行されます。また、1 
枚のカードにつき非会員を 2 名まで同伴するこ 
とができます。 
4200 円の会費で 6 名まで入店すること 
が可能です。（18 歳未満は含まれません） 
得をすることもありますが年会費を 4200 円 
払ってお得に買い物できるかどうかがポイントです。 

 

        四角ピザ ￥1200 
              43ｃｍ×43ｃｍのとても大

きなピザです。一回では食

べられないので切って冷 
凍保存しました。   

      ヨシダソース 
           グルメのたれ  
           1360ｇ  ￥558 
          テレビで見てからず 
          っと欲しいなと思って 
          いたソースです。 
アメリカンドリームを叶えた吉田さん

のソースです。アメリカではとても有

名で一般の家庭でよく使われている

そうです。 
味は少し甘めですが鶏の照り焼きや

煮物にも使えます。 
 

             ティラミス  ￥1698 
               なんと！！ １320ｇ 
               大きさが 20ｃｍ×20ｃｍで

               高さが 10ｃｍくらいありま 
               す。遠慮することなく思う

存分食べることができて美味しかったです。このく

らい 1 日で食べられると思っていたのですが・・・ 
3 人で 4 日かかりました。  

 
          ディナーロール 
         このパンは買い物に 
         来ているたくさんの 
         人が購入していまし 
         た。36 個入っていて 
         ￥523 です。 
味も柔らかくてもっちり食感です。 
「1袋を何人かで分ける」と言う買い

方をする方もいるようです。 

      バラエティークッキー 
           3 種類が 8 枚で合計 24 枚

           入っていて￥798 です。  
           しっとりした食感でアメリカ

ンクッキーという感じの甘さです。1 枚食べ

ると十分という感じになりますが我が家では

みんながお気に入りで今度行ったら必ず買

おうと思っています。  

ほとんどの物が大量だったり

大きかったりと少量の物を安

く買うという感じではありませ

ん。友達と一緒に買って分け

たり冷凍保存したり常に使用

する物をまとめ買いするとメ

リットがあります。 

               フードコート 
                ピザやクラムチャウダー、アイスクリーム 
                などいろいろありますがおすすめはホット 
                ドックです。 
                飲み物の飲み放題付きで￥180 です。ホ 
                ットドックといってもアメリカらしくボリュム

たっぷりでトッピングコーナーに行きケチャップやオニオンピクルス

などを自分でトッピングします。  

食料品を買いに行ってる

はずが・・・・ 
なぜかお菓子やデザー

トばかりを買っているの

では？と注意されまし

た。でも・・・ 
今度はどんなお菓子に

しようかな！！ 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

〒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＠ｄｏｃｏ

ｍｏ．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。 

 

 
 
 
    

1 位 スカイツリー下町観光 

       5 月 22 日グランドオープン予定 

       最近クリエイターなどが続々と移って活

       動している東エリアの散歩と展望、ショ

       ッピングなどを一気にこのエリアで楽し

       めるようになります。  

 

2 位 ゲーム機連動ＡＲトレカ 
               ＡＲカードをＡＲ機能の付

               いたゲーム機やｉＰｈｏｎｅ  

               で映してみるとあるはずの

               ないものが立体視によっ 

               て本当にそこにあるかの

     ように見え目の前でイキイ

キと動きます。 

 

3 位 キッズダンスギア 
 平成 24 年から中学 1・2 年でダンスが必修とな

  るにあたりダンス用具が売れそうです。ダンス

  の種類も創作ダンス、フォークダンス、現代的 

  なリズムのダンスなど。 

4 位 スマホオーダーメード 

           用意されたデザインから 
                  選んだり自分で撮った画 
                  像を入れた自分だけのカ 
                  バーをＰＣ，スマホのアプ 
                  りで簡単にできます。 
 
 
                    
 
                  8 日分の地上デジタルを 
                  8 チャンネル分の全番組 
                  を丸ごと録画できます。  

 
6 位 アクア＆ＰＨＶ(プラグインハイブリッド車)

              2011 年 12 月 26 日に発売 
              リッター40km に始めて到達す 
              るウルトラ低燃費ハイブリッド。 
               またコンセントからバッテリー 
               充電できる PHV も話題に・・ 
               価格は 168 万円より 
 
7 位  国内線 LCC 
              全日本空輸が香港の投資会社などと

           設立した「ピーチ・アビエーション」 
           その後も 2012 年に次々と格安国内 
           線が就航します。 

8 位 時短調理ツール付き調味料 

          日本初のオーブン専用耐熱パウチ 
                 と化学調味料無添加の味付けの調 
                 味料のセット製品。 
                 専用のパウチの中に肉や魚、野菜

と調味料をまぶしそのままオーブンで 20～30 分加熱するだけ 
5 種類の料理がありますが北海道エリアと通販で購入できます 
 
9 位  ノンアル酒場 
          今の若者はお酒をあまり飲まない！でも仲間 
          と楽しく集まりたいのはみんな一緒です。若者 
          だけでなく赤ちゃんのいる女性や飲めない方も 
          過ごしやすい方がいいです。最近、居酒屋に必 
          ずあるノンアルコールがもっと充実しそうです。 
 
10 位  4G ルーター   
        ソフトバンクは下り最大 76Mbps の高速モバイル 
        Wi-Fi ルーターを 2012 年 2 月以降に発売予定 
        スマートフォンのほかパソコンやゲーム機などさま 
        ざまな Wi-Fi 対応機器を最大 10 台まで同時に 
        接続できます。 
 

11 位  トルコヨーグルト 
      トルコはヨーグルト発祥の地といわれています。 

         ヨーグルトに塩と水を入れたドリンク「アイラン」が 

         夏場の塩補給＆コールドドリンクとして流行りそう

5 位 10 万円全録レコーダー 

ＢＵＦＦＡＬＯ（バッファロー） 

             お正月の残ったお餅を簡単にアレンジ！！ 
               餅入り親子煮 
                    作り方 

① お餅は 8 等分に切り鶏肉はひと口大に

切り玉ねぎは薄切りにします。 

② フライパンにほんだし，Ａを入れ沸騰し

たら①の鶏肉、玉ねぎを入れて 3 分ほ

ど煮てお餅も加えます。 

③ お餅が柔らかくなる前に卵を流し入れ

フタをして半熟に仕上げます。 

                                  ④ みつばをのせて七味唐辛子をかけます

材料（2 人分）          水    1／2 カップ 
切り餅     2 個   Ａ   しょうゆ  大 1 
鶏もも肉   120ｇ       砂糖    大 1 
玉ねぎ    1／2 個      みりん  大 1／2 
ほんだし   小山盛り 1 
卵        2 個 
みつば     適量 
七味唐辛子  適量 


