
快適生活

ゴールデンウィークのお出かけ情報

全日本肉汁グランプリごちそう大集合SP
全国各地の人気店やグルメイベントでNO.1に選ばれた逸品

が1陣、2陣、3陣に分かれて合計30店舗が集合。

肉汁したたるメニューだけでなくラーメンやカレーやカニなど

多様なメニューがあります。

場所 京セラドーム大阪9階「スカイホール」

期間 4／28～5／8 10：00～20：00

全日本うまいもの祭2016inモリコロパーク
和食や洋食、スイーツなどさまざまなジャンルの絶品グルメ

が集合します。

場所 愛・地球博記念公園（モリコロパーク）

期間 4／29～5／8 10：00～17：00

黒潮市場「大漁マグロ祭」
連日の生マグロの解体即売に加えジャンボまぐろの解体ショ

ーが期間中の日・祝日の12：30～予定されています。

さばきたてのマグロが食べられます。

場所 和歌山マリーナシティ 黒潮市場

期間 3／5～6／26 10：00～18：00

肉グルメ合戦 ～マリンピア神戸の陣～
飛騨牛をはじめとする人気の有名ブランド牛、仙台の牛タン、

大阪のホルモン、大分の唐揚げなどの肉グルメが集結。

場所 三井アウトレットパーク マリンピア神戸

期間 4／28～5／8 10：00～19：00（荒天時中止）

神戸ジャーマンビアフェスティバル2016
日本では珍しいドイツビール約60種類が神戸に！

ビールにピッタリのドイツ料理も用意されています。

ステージではいろいろなパフォーマンスが行われます。

場所 神戸ハーバーランド 高浜岸壁北川特設会場

期間 4／29～5／8 11：00 ～22：00

食の祭典

ハッピーマウンテンフェス
関西最大級のスイセンの丘が見頃を迎える中、豪華景品が当たる大抽選会、歌、フラダンスなど様々なイベントが開催

されます。

場所 びわ湖バレイ

期間 4／29～5／8 月～金 9：30～17：00 土・日・祝 9：00～17：00

淡路花祭2016春
淡路島全体で行われるイベント。花のシンボルオブジェ展示や「花物語クイズラリー」など多数

のイベントが開催されます。

場所 うずしおドームなないろ館の他 淡路島内の観光施設

期間 3／19～5／29 10：00～17：00

瀬戸内国際芸術祭2016 インフィオラータinレオマリゾート
インフィオラータとは？

キリスト聖体の祝日のお祭りとしてイタリア、スペイン等ヨーロッパを中心に世界各国で行われている有名なフェス

ティバル。通路などの路面をキャンパスに見立て花びらや草木、種等といった自然の物を素材に描く大きな花絵です。

会場はタイの寺院を復元した『プラサット・ヒンアルン』
場所 レオマリゾート（香川県丸亀市）
期間 4／29～5／8

スプリングフェスティバル・ローズフェスティバル2016
ゴールデンウィークには約230本のボタンと約180種4000株のバラが咲き誇ります。
場所 須磨離宮公園
期間 4／4～5／8 （ローズフェスティバル5／7～6／5） 9：00～17：00

花の祭典

ハッピードリームサーカス
和歌山マリーナシティ駐車場に設置された大テントの中でサーカスが行われています。
場所 和歌山マリーナシティ

期間 3／11～5／16 10：30～、13：30～、16：30～ 大人2500円 子供1500円

スターライトイリュージョン2016
音楽と花火のコラボレーション。期間中毎日違った内容の花火ショーが行われます。
期間 和歌山マリーナシティ 時間 5／1・3・4・5 19：30～（約10分間）

花火スペクタキュラ「ミスティノーチェ」
壮大な花火に美し噴水などの様々なショーエフエクト、イルミネーションの衣装を着たキャストが
コラボ。

場所 ラグーナテンボス ラグナシア（愛知県蒲郡市）
期間 4／29～5／8

いろいろなイベントもあります。

遊びの祭典



熊本で大変な災害が起きてしまいましたがいつ、どこでどんな災害が起こるのか改めて地震の怖さを
感じました。
人ごとではなく地震の多い日本ではいつ自分の所でも起こるかわかりません。

大規模な災害が発生してライフラインが止まった場合、公的な支援が行き渡るまでにどのようなもの
を準備していけばいいのでしょうか？
近所のスーパーやコンビニの品物はアッという間に無くなってしまうそうです。

非常時に持ち出し袋に入れておくもの
飲料水
食料品（缶詰、ビスケット、チョコレートなど）
貴重品（預金通帳、印鑑、現金、健康保険書）
救急用品（絆創膏、包帯、消毒液、常備薬など）
マスク、軍手、懐中電灯、衣類、下着
携帯ラジオ、予備電池
使い捨てカイロ、ウエットティッシュ
洗面用具、毛布、タオル

森永ビスコ
30枚入り 380円
賞味期限 5年

ボローニャ デニッシュ
3種類 12缶 4,560円
賞味期限 3年

井村屋 えいようかん
60g 5本入り
540円
賞味期限 5年

カンパン

100g 293円
賞味期限 5年

保存飯 牛飯
100g 5食入り
1,890円
賞味期限 5年

ポリタンク
一週間、断水していたので水の配給を受けるのですがペットボトルや焼酎の空き瓶など
を持ってくる人もいるようですが配給が10ℓなのでポリタンクがかなり便利

ラジオ
情報取得のため停電している数日間は情報が入ってこないのでラジオだけがたより。
携帯電話は「圏外」になるしネットもつながらない。

懐中電灯（最善の照明はLEDランタン）
暗くなってから災害が起こった時には灯りが無いことがかなり不安になるそうです。
出先で停電が起こるかもしれないのでキーホルダーに付いた懐中電灯を持ち歩いている
人もいるようです。（蓄光テープを張っておくと停電でもよくわかります）

ガスコンロ
電気とガスが復旧していないときでも簡単な料理ができるので便利。カセットボンベも忘れ
ずに用意しておきましょう。4人家族で1日2本くらいはいるそうです。

圧力鍋
ご飯も炊けますしガスボンベの節約にもなります。

携帯電話の充電機
電話が繋がらないけれど友人、知人から大量の「大丈夫」メールや間違い電話であっという間
に電池がなくなります。充電が無くなると電話帳も見られなくなり不安になるそうです。

ウエットティッシュ
水が貴重なので手を拭いたりお風呂に入れないので身体も拭けます。除菌できるものであると
もっといいです。口腔ケアのウエットティッシュや体拭きボディタオルなどもあります。

サランラップ
止血、容器代わり（皿洗いの節約）、防寒、衛生など様々なものに使えます。紙皿と紙コップ
、プラスチックのお皿などもあると便利です。

災害が起こった時に被災者が実際に必要だと思ったもの

簡易トイレ
水が出ないときに便利（サッと固まり処理がしやすい）

使い捨てカイロ
冬は避難所は寒いので毛布だけでは冷えます。

厚手の軍手
割れたものの片づけに必要

現金
配給を貰う時にお金が必要だったことがあると書いてありました。他にはコンビニ
などに買い物に行けたりするので少し持っていた方がいい。

粉ミルク・離乳食・介護食

健康な成人と同じものを食べられない家族がいる場合はその家族の必要とする
食事を多めに買い置きしましょう。

売り切れ続出！人気災害食

野菜ジュース
1缶 120円
賞味期限 3年



タカラリフォームローン取り扱い内容

今年に入ってからタカラリフォームローンを使ったリフォームをお考えのお話を
何軒かお聞きしています。
このリフォームローンはタカラの製品を1つでも購入していただいたら製品を含
み住宅の増改築・機器の取替・住宅に関することにローンを使うことが出来ます。

★手続きが簡単
必要書類は申込書・見積書だけです。
金融機関に出向いていただく必要はありません。
（島﨑工務がお手続きをさせていただきます）

★低金利
契約時の固定金利手数料で安心してご利用いただけます。
印紙、保証も一切かかりません。

★無担保でご融資
ご利用金額は5万円～1,000万円までご融資OKです。

ご返済は最長15年、180回までお取扱いします。
★スピーディな審査
お申込みから審査の回答まで1日で対応

★お支払いは工事完了後
工事が完了した翌月からの返済

ご融資額 5万円～1,000万円

ご利用可能な方 20歳以上70歳以下（完済時75歳未満）

分割手数料率 通常リフォームの場合 実質年率3.0％ 手数料率は毎年4回更新

（団体信用生命保険付）

お支払方法 毎月均等払い／ボーナス併用分割払い／ボーナス一括払い

（毎月27日に指定の口座から口座振替。お支払い途中で一括返

済も可能）

返済金額下限 月額3,000円

お支払回数 6回～180回（最長15年）

必要書類 タカラリフォームローン申込書・見積書

連帯保証人 原則不要（ただし信販会社が必要と認めた場合はお願いすること

があります。）

提携信販会社 株式会社オリエントコーポレーション・株式会社ジャックス

これから梅雨の季節になるとあちこちにカビが発生して
しまいます。カビが発生・育成するには4つの条件が揃う

ことが必要です。
このうち酵素と適度な温度は
人間にも必要です。一番コン
トロールできるのは湿度です。

湿度が高くならないように気
をつけましょう。

そろそろ梅雨入りの季節です。高い湿度は住まいの大敵です！

カビが繁殖すれば人の健康にも影響があります。

内窓（二重サッシ）
今ある窓と二重窓との間で生まれる中間空気層
で外気温の影響が受けにくくなります。

調湿力のある建材でからっとした室内に。
無垢の木材や珪藻土や火山灰土など自然素材の壁材、さら

に特殊な焼成法で焼き上げたタイル（エコカラット）、空気中

の匂いと湿気を軽減する建材（さらりあーと）などを使ってお
部屋を快適に！！

さらりあ～と エコカラット

ローン会社への

書類の確認、や
りとりもすべてお
任せください！

実質年率3.1％→3.0％に変わりました



〒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。

お風呂は後の方になるとお湯がかなり汚れてきます。何とかならないかと思っていた時にこれを見
つけました。
入浴中又は入浴後に浮かべ泳がすように動かすだけでお風呂に浮いた皮脂を吸着してくれます。

吸着フィルターは事故で洋上に漏えいした原油などを処理するのと同じ素材です。これに抗菌と防
カビの機能も付いた製品です。
ただ機能面でいうとフィルターが吸着する皮脂とは皮膚や頭皮から出る脂分
のこと。皮膚の古い角質がはがれたアカは吸着出来ません。
本体は分解できるようになっていて本格的なお手入れは1～3ヵ月ごとにフィ
ルターを取り出してカバーと共に中性洗剤で洗うだけです。
色落ちはありますが1年半から2年は使えます。
ぬいぐるみのカラーは3種類でデザインがそれぞれ異なり愛称もついています。

ゆくりん

私も買いました。
家のお風呂に浮
かんでいます。

前から一度行ってみたいと思っているのが兵庫県三田市の一画にある『お菓子の街』です。
敷地内にはメインのパティスリーの他ギフトサロン・カフェ・ショコラ専門店・アイスクリーム工房

マカロン専門店・ブーランジュリー・バームクーヘン工房・子供のためのお菓子屋さん（未来製作
所）・小山菓子店・お菓子教室が立ち並んでいます。
大人気なのが「小山ロール」です。朝早くから行列ができるほどの人気商品です。

敷地内には可愛い銅の人形や一風変わった薪ストーブなど楽しい
気分にさせてくれる装飾品がたくさんあり散策するのも楽しそうです。
他には「大人、入るべからず」の未来製作所。
ここは子供のためのお店で小学校6年生以下の子共のみが入場でき
ます。大人は同伴も入場は禁止されています。
お菓子を作る所が見られたりお菓子を買うとクジが出来るそうです。
パティシエの方が見守っていてくれるので安心して子供だけで行か
せられます。

私のお休みに行ってみたい場所 食中毒を防ぐ対策・方法

梅雨時期が間近になってくると食中毒菌の繁殖が活発になる時期です。
食中毒は大きく分けて3つがあります

★細菌性食中毒（カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、サルモネラなど）
食中毒菌が食品の中に混入したことによって起こる

★ウイルス性食中毒（ノロウイルスなど）
ウイルスが蓄積している食品を飲食したり、人の手を介したりすることで起こる

★自然毒食中毒
フグや毒キノコなど動物性・植物性の毒によって起こる

「ウイルス性の食中毒」が冬シーズンに増えるのに対しちょうど6月頃から増えてくるのが「細菌
性の食中毒」です。

食中毒にかかった時の対応として下痢であっても下痢止めの薬は飲まない。原因菌がいつま
でも体内にとどまります。脱水症状を起こさないように水や塩分、糖分をとりましょう。

キッチンで気を付けること❕
料理に使う食材は低温で保管する
食品の中心部までしっかりと加熱する

まな板、包丁、ふきんなどは熱湯や漂白剤で殺菌する
食べ物と調理器具・容器を分けて作業＆保存を行う
調理後の料理は早めに食べる、低温で保管する

【梅雨】

小山ロール
1260円

バームクーヘン
1200円～3300円

小山プリン
1個 280円

パティシエが創った
クリームパン
1個 180円

人気商品


