
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゴールデンウィーク中はレジャーや帰省などで遠出する

人も多いのでは？車を利用して高速道路を移動する人

にとって長時間、車中にいるのは辛いです。急速をかね

て立ち寄る所といえばサービスエリア 
ですが最近は施設、お土産、レストラ 
ンなどのメニューに力を入れて 
いるサービスエリアが多いです。 

 

サービスエリアの変わり種ご当地ランキング 
1 位 明石たこキャべバーガー      第二名神道路 

        ￥680              明石 SA（下り） 

  

2 位 クリームシチューまん      東海北陸自動車道 

       ￥280          ひるがの高原 SA(下り) 

 

3 位 サボテンのアイス           東名高速道路 

       ￥300                守山 PA(下り) 

 

4 位 舞妓はんバーガー         名神高速道路 

       ￥350               桂川 PA（上り） 

 

5 位 温州みかんぱん          東名自動車道 

       ￥200              日本坂 PA(上り) 

 

6 位 ワニ定食               中国自動車道  

      ￥850                本郷 PA（上り） 

    （ワニとは広島・備北地方ではサメのことです） 

 

7 位 がばい！！    ￥750     長崎自動車道 

W トルコライス風バーガー     川澄 SA(上り) 

 

8 位 地あなごバーガー          山陽道 

         ￥280            宮島 SA(下り) 

 

9 位 かりんとうまんじゅう       中央自動車道 

         ￥120            談合坂 SA(上り) 

 

10 位 ささかまフォンデュ       小田原厚木道路 

         ￥130             大磯 PA(上り) 

潮干狩りの人気ランキング 
1. 的形海水浴場・潮干狩り場（兵庫）   6／30 まで 8：00～17：00 
    長い白砂の海岸が幅 500m にもわたって続いています。小さな子

供も楽しむことができる遠浅なのでファミリー向けです。 
2. ぴちぴちピーチ潮干狩り（大阪） 4／21～6／3  8：00～17：00 
     バーベキュー設備も整っています。 
3. 新舞子潮干狩り場（兵庫）     4／1～6／24  10：00～16：30 
    瀬戸内海国立公園内にあり干潮時には 500m 以上潮が引く関 

西隋一の遠浅海岸です。 
4. 御殿場海岸（三重）           4 月～8 月 
    あさり、バカ貝、マテ貝など色々な種類の貝が取れます。 
5. 二色の浜公園（大阪）         4／21～6／17  
    海岸から関西空港や大阪湾に沈む夕日を眺められます。 

滋賀県のイベント   
びわ湖こどもの国「ゴールデンウィーク」 
     4／28・29・30 10：00～ 
こいのぼりまつり 5／3  9：00～15：00 
 模擬店やフリーマーケットが行われます 
 場所 ： 高時川沿い 芳洲広場 
龍神祭 びわこ虹の市  5／3・4 
  場所 ： 雄松崎（近江舞子水泳場） 
ふれあいフェスタ 2012  5／3・4 9：30～ 
  歌謡ショーや花のオークションや子供 
  限定のお菓子まきなどがあります 
   場所 ： グリーンパーク山東（米原市） 

篠田の花火 5／4 21：00～ 

 仕掛け花火の祭行事。国の選択無形文化財の選定を

受けている全国各地の伝統花火の中でも希有なもの

です。   場所 ： 篠田神社(近江八幡市上田町) 

 

 ブルーメの丘    4／30 マーチングパレード 

              近江高校吹奏楽部 11：00 と 14：00

                   （うちの娘もでるそうです）

              5／4 マーチングパレード  

甲西高校吹奏楽部 11：00 と 14：00

              5／6  アンパンマンショー 

             11：00 と 14：00

大阪城ファミリーフェスティバル 2012（大阪） 

   5／3～5／6 11：00～17：00 

場所 ： 大阪城天守閣前本丸広場 

六甲山牧場（兵庫） 

 ＧＷ中は日替わりで子供向けイベントなど開催 

メリケンパーク  ＫＯＢＥメリケンフェスタ 2012（兵庫） 

 5／3～6 11：00～18：00 

 2012 神戸ミートフェア「神戸ワイン＆ビーフ祭り」など 

  が楽しめます。 

下鴨神社 流鏑馬神事（やぶさめしんじ）（京都） 
   5／3  13：.00～15：30 
キッザニア甲子園（兵庫） 
  5／4～5   こどもの日スペシャルデー開催！ 
名古屋アンパンマンこどもミュージアム＆パーク 
           ゴールデンウィ－ク中は時間延長 
            4／28～5／2・6 9：30～17：30 
            5／3～5／5   9：30～18：00  

ゴールデンウィ

ークはお出かけ

しましょう。 



 
強力な仲間が出来ました！！ 
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馬場 粛さんは優しく誠実に相談に乗っていただけます。年齢も若く話しやすい信頼の 
おける方です。直接連絡もしくは島崎が連絡を引き受けます。 
相談しにくい悩みや自分で気がつかない無駄をなくしていきましょう。 

・ 月末になるとお金が足りなくなる 
・ 収入が増えてもお金が貯まらない 
・ 車、マイホームを買うためにお金を貯めたい 
・ 住宅ローンを組んでも本当に大丈夫だろうか？ 
・ 公的年金だけでは心もとない・・ 
・ 子供の教育費を貯めたい 
・ 資産運用をどうすればいいか？  他 

強力な仲間が出来

ました！！ 

プロフィール 

< 氏 名 >     馬場 粛 （ババ ススム） 

< 年 齢 >     34 才 

<出 身 地>    滋賀県彦根市 

<国家資格>     社会保険労務士/宅地建物取引主任者 

             2 級ファイナンシャル・プランニング技能士 

<実   績>     2011 年度上期関西ｉｃコンクール第 1 位 

                     全国ｉｃコンクール第 1 位 

<連 絡 先> 

 〒522-0075 滋賀県彦根市佐和町 11-30 アイ・シー・ビル 4 階 

    ＴＥＬ 0749-23-2945  ＦＡＸ 0749-26-1990 

    携帯 090-2590-7840 

   Ｅ－ｍａｉｌ ： ｌｉｆｅｃｏｎｓｕｌｉｔｉｎｇ_ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 

凄腕ファイナンシャルプ

ランナーが中立公平な

立場で満足できるご提

案をします。  

ご提案内容 
・ 無駄な保険料の見直し 
・ お金（お子様、お孫様の教育資金、老後の生活費）の年出 
・ 加入している損害保険の補償内容、生命保険の分析 

 
 
 
 
網戸張替え・新調キャンペーン 
  夏を迎えるにあたって網戸キャンペーンを行いたいと思います。通常の張替え 

網戸持込み金額にてお引き受けします。 
  取り外し、運搬、取り付けは私（島崎）が行います。 
  疎遠になっているお客様に少しものお詫びです。 
  気軽にお電話下さい！   初の試みなので宜しくお願いします！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※ 特殊網戸、木網戸はお見積りとなります。 
※ その他  ペットに最適、ステンレス網戸や汚れにくいピュア網戸も 
         用意できます。  

ステンレス網戸 
  通常の網戸よりも頑丈なステンレス製の網戸です。主に 
  ペットを飼っている家で使用されることが多くてよじ登って 
  もやぶれないように出来ています。 
 
ピュアネット網戸  

ピュアネット網戸とは業界初！光触媒機能がついた防虫網です。  
①太陽の光を受けて防虫網が汚れにくくなります！ 
  (紫外線を吸収して親水性と強い酸化力を発揮して、有機物を分解し汚れの成分 
   の沈着を防ぎます。） 
②雨が降れば浮き上がった汚れ成分を洗い流してくれます。 
  (もちろん水洗いしてもＯＫ) 
 
夏が近づき蚊や虫が多い時期になってきます。家の中に入って 
こないように網戸を見直してみて下さい。 
ご連絡、楽しみにしています。   

 

ファイナンシャルプランナーとは・・・ 
顧客である個人から収支、負債、家族構成、資産状況などの情報提供を受け、

それを基に住宅、教育、老後など将来のライフプランニングに即した資金計画ア

ドバイスを行う人  

既存の網戸張替え価格（通常ネット） 
① 大 （掃き出しサイズ）   ￥2,500／枚 
② 中 （腰窓サイズ）     ￥2,000／枚 
③ 小 （小窓サイズ）     ￥1,500／枚 

 

新設価格(通常ネット) 

  ① 大 （掃き出しサイズ）   ￥6,500／枚 
  ② 中 （腰窓サイズ）      ￥3,800／枚 
  ③ 小 （小窓サイズ）      ￥2,800／枚 
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日食とは太陽－月－地球がほぼ一直線上に並んだ

とき地球から見て月が太陽の前を通り、その一部ま

たは全部を隠してしまう現象です。 
いくつか種類がありますが太陽と、見かけがそれよ

り少し小さい月がぴったりと重なって太陽がリング状

に見えるものを「金環日食」といいます。  

日本では 25 年ぶり！！ 
世界中で見ると金環日食は 1 年に 1 度あるかないかという頻度で起

きます。これは皆既日食と同じくらいです。最近では 2009 年 1 月（イ

ンド洋～インドネシア）や 2010 年 1 月（アフリカ～インド洋～中国）

で見られました。日本では 1987 年 9 月 23 日の沖縄日食以来 25
年ぶりの金環日食です。2012 年の次は 2030 年 6 月 1 日の北海道

となります。今回のように、ほんの一部だけではなく日本列島を縦断

する多くの地域で見られるのは 1000 年近く前の平安時代（1080
年）以来とも言われる非常に珍しいチャンスです！！ 

どこで見られるのか？ 
 今回の日食では九州地方南部・四国地方南部・近畿地方南部・中部地方南部・ 
 関東地方にかけての地域などを通る「金環日食帯」と呼ばれる帯状の地域の中 
 で金環日食を見ることができます。それ以外の地域では日本全国で部分日食を 
                見ることができます。 
                滋賀県は米原～大津を結んだラインより南東のエリアで 
                金環日食に入ります。中心線から離れているのでより良 
                い日食が見たい方は中心線の近くに移動して観測してく 
                ださい。  
                日食経過時刻 
                  多賀町（その他の地域も時間は同じくらいです） 
                      日食開始  6：18 
                      日食最大  7：31 
                      金環開始  7：30 
                      金環終了  7：32 
                      日食終了  8：56  
                

日食の種   皆既日食 
             太陽が月に完全に隠される日食です。 
             皆既日食の見える地点では月の本影に入って太陽の光が届か 
             なくなります。皆既日食になると太陽を取り巻く希薄で高温なコ 
             ロナや月の谷間から太陽の光がもれるダイヤモンドリングを観 
             測することができます。   
             また太陽の表面から炎が舞い上がったように見えるプロミネンス

             が見られることもあります         
 

金環日食 
 見かけ上、太陽が月より大きく見え太陽がつきの真裏に来ても 
 月から太陽が全体にはみ出して指輪のように見える状態をいい 
 ます。  
 太陽がはみ出しているため空はあまり暗くなりません。 
 
 部分日食 

              地球が月の半影の中に入ったさいに地表から観測すると太陽 
              の上に月が重なります。そして重なった部分が欠けてみえるこ 

              とを部分日食と言います。 
              月の半影の面積は地球全体の面積に比べるとずいぶん広くな 
              っています。このため皆既日食や金環日食は観測地点を固 
              定すると数百年に一度しか起こらないのに対し部分日食は数 
              年に一度の割合で見ることができます。     
 

日食を観測する時の注意！！（こんなことはしないように） 
 ★肉眼で直接太陽を見る        ★すすをつけたガラス板を使う 
 ★望遠鏡や双眼鏡を使う        ★サングラスやゴーグルを使う  
 ★下敷きや CD を使う          ★日食グラスを使って望遠鏡や双眼鏡をのぞく

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

息子が春休みに帰ってきていたので岐阜の学校に送っ

て行くついでに「行きたいところは？」と聞かれ買い物も

したいわけではないし冗談のつもりで前から行きたかっ

た「白川郷」と答えたら何と・・お出かけすることになりま

した。 

白川郷とは・・・ 
岐阜県にある庄川流域のことを言います。大野郡白川村は

下白川郷、現在の高山市庄川町を上白川と呼びますが現在

では白川村のみを指すことが多くなっています。豪雪地帯で

暮らす人々が築き上げた合掌造りの家屋が並び、古いもの

だと 400 年を経過している家屋もあります。  
1995 年には五箇山と共に白川郷、五箇山の合掌造り集落と

してユネスコの世界遺産に登録されました。 

合掌造りとは・・・ 
合掌造りは茅葺（かやぶき）の角度の急な切妻屋根が大きな特

徴となっています。屋根の形が合掌した時の手の形に似ている

ところから合掌造りと言われるようになったと伝わっています。 
合掌造りの小屋組は白川郷や五箇山のものが有名ですが本

来は日本の民家に広く見られた構造です。 
茅葺きの屋根では、雨仕舞いのために急傾斜の屋根にする必

要があり合掌が有利です。また豪雪地帯の積雪時の屋根荷重

を支えるにも都合がいいのです。白川郷の合掌造りは江戸時

代から明治時代にかけて造られました。 
 

荘川そば 【蕎麦正】 
           白川郷に行く途中に蕎麦のお店が何軒かあり 

                  ました。こんな所に蕎麦の町があるのは知らな 
                  かったので楽しみに入ってみました。 
                  まず出てきたのはこの地域の郷土料理「すった 
                  て汁」です。大豆をすりつぶして豆乳仕立ての 
                  汁です。これが・・余りくせがなく美味しくいただ 
                  きました。 
                  源流そばというざるそばを頼んだのですが味は 
                  「美味しい！！」 少しびっくりです。 
                  白川郷へ行かれる時は寄ってみてください。 
        

 

〒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＠ｄｏｃｏｍ

ｏ．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。 

 

和田家 
白川村にある合掌造りの家で一番大きな規模で現在は民芸館として使

われています。築 300 年以上経過していて江戸時代中期の建築技術が

釘を 1 本も使っていない屋根裏などに垣間見られます。主屋は国と岐阜

県の重要文化財に、板倉と稲架小屋が県の重要文化財に指定されてい

ます。 
和田家のご家族の好意によって一部が公開されていますが文化財や世

界遺産でありながら現在でも家族が生活しています。 
和田家に行った時に扉を隔ててテレビの音がしたので驚きました。 
 

ライトアップ 

1 月～2 月にかけて暗くなる

と数日間、家々がライトアッ

プされます。2012 年は 7 回ラ

イトアップされました。 

ライトアップの期間が短いの

でこの時期はたくさんの人が

来られるそうです。 

4 月の始めに行ったのですが道の脇には雪がたくさ

んあり白川郷も上の写真の様に雪が積もっていまし

た。白川郷へ行く道はクネクネとして過ぎるとまるで

今まで自分が居た所とは別の世界のように思えまし

た。時間もゆっくり過ぎていくようで自分ものんびりし

た気分になれてとてもいい時間を過ごせました。 

冬はなかなか雪が多くて行きにくいですがライトアッ

プも見てみたいです。 

もう一度、行ってみたいと思っています。 


