
快適生活

おすすめのカウントダウンイベント＆行事！

ユニバーサルスタジオジャパン

大晦日の夜19時から翌元旦の21時まで26時間

の遊び放題！！

花火やライブショーをはじめ壮大なスケ－ルの

演出で楽しめます。

人気アトラクションも夜通し乗り放題。

パーティパスのみでの入場なので注意しましょう

除夜の鐘
知恩院

大晦日と言えば除夜の鐘。とても大きな鐘を17人の僧侶がつ

きます。除夜の鐘は22時40分からはじまり年が明けて0時20

分に108回目の鐘が鳴ります。

年3万人～5万人訪れるそうです。

清水寺・・・12月25日 9時頃整理券が配布されます。23時45分から2人1組でつく

ことができます。

比叡山延暦寺・・・12月31日 21時30分から幸先矢（1000円）を買って整理券をもら

います。境内では甘酒、大根炊き、年越しそばが振る舞われます。

高台寺・・・12月31日 22時より108枚の整理券が配布されます。1グループで1回。

三井寺・・・除夜の鐘は人間の煩悩の数108回打つという習わしがありますが三井寺

はなるべくたくさん打つという習わしがあります。

先着108人には鐘の証を授与。108人目以降も自由につくことができます

彦根城で除夜の鐘をつく集い・・・天守閣に向かう途中にある「時報鐘」で希望者を

募って108回の鐘がつかれます。

真如寺・・・多賀町にあるお寺で毎年除夜の鐘をつかせていただいています。

大晦日に多賀に来られたら除夜の鐘をつきに行ってみてください。

今年も家族で鐘をつかせていただこうと思っています。

穴場スポット

大覚寺・・・ポイントは打鐘が無制限。意外と人が少ない。打鐘をした人には御守り

をプレゼント。 甘酒屋やぜんざいの無料配布もあります。

八坂神社 「をけら詣り」

19時からの除夜祭終了後、年末年始にかけての無病息災、

厄除けのお参り。

境内数か所に設置された「をけら燈籠」から火を火縄・吉兆

縄にうつして回しながら持ち帰り神前の火やお雑煮を焚く時

の火種として使います。燃え残った火縄は火伏せの御守り

として台所に祀ります。

（火が付いた縄は近所の人しか持ち帰れません）

ナガシマスパーランドカウントダウン＆

New year‘s Party2017

ライブがあったり「蛍の光」の大合唱で新年のカ

ウントダウンをして0時になると1500発の花火が

打ち上げられます。

当日は乗り物がフリーになり大露天風呂の「湯

あみの島」も追加料金なしで入ることができます。

朝の5時まで営業しているのでカウントダウンイ

ベントが終わった後に温泉でポカポカ温まるのも

おすすめです。

初日の出

白髭神社 比叡山ドライブウェイ

大鳥居越しの日の出 比叡山から琵琶湖方面よりの
を見るために多くの参 ぼる初日の出を見ることができ
拝者がお参りに来られ ます。ドライブウェイは終夜営
ます。 業しています。

おかげ横丁カウントダウン

太鼓櫓を中心に行われるカウントダウンイベント。

和太鼓の演奏や花火が打ち上げられます。

0時30分には伊勢の地酒「おかげさま」が振る舞われます。

お店もオールナイトで営業していますので賑やかなカウン

トダウンになります。

除夜の鐘がつきたい❕



リフォームで無駄のない収納を 最近、リフォームをさせて頂いて収納は家具を買ってくるのではなく

セット収納を使って無駄のない収納を好まれる方が多くなりました。

特徴 生活スタイルに合わせて選べる収納プラン

ウォークインプラン

お出かけ前の身
支度もサッと選ん
でその場で着替え
られます。たっぷり
収納しながらすっ
きりとした暮らしを
実現できます。

クローゼットプラン

収納するものに合
わせて「吊るす、置
く、しまう」に対応で
きます。

パーツの組み合わ
せで洋服や身近な
物を機能的に整理
できます。

オープンプラン

インテリアに調和
させながらディス
プレイを楽しめま
す。スペースに合
わせ、見せる収
納空間を演出し
ます。

クローゼットプラン

（玄関）

靴の大きさによっ
て棚のサイズが変
えられていろいろ
なサイズの物が入
るようにできます。

多種多様なものを少ないスペー
スで機能的にしまええます。

組み合わせ自在の
パーツがあるので

自分の思い通りの

収納を作ることが

できます。

現場の間口・高さに合
わせたカットが可能です。



ハイブリット鍋
「キムチ×豆乳」・「塩」×「ちゃんこ」など2種

類のニューを掛け合わせて楽しむ鍋です。

ミルフィーユ鍋×カマンベール

白菜と豚肉にとろ～りとしたカマ
ンベールチーズが合います。

ミルフィーユ鍋に餃子の皮を入
れても美味しいです。

鶏ガラ塩こうじ×レモン

爽やかな味で豚肉もサッパリ食
べられます。

思わずスープを飲んでしまいたく
なる味です。

豆乳×カレー鍋

味がまろやかになって豆乳独
特の風味も気になりません。

今年の注目は

「ハイブリッド鍋」と「串鍋」

すき焼き×トマト

お肉に酸味が加わってあっさ
りと食べることができます。

味噌×コーンクリーム

寒い日にピッタリです。

和風クリームがほっこりします。

トマト鍋と餃子

辛いのが好きな人はキムチを

入れてもいいし上にチーズを

のせても美味しいです。

串鍋 肉や野菜を串に刺してアレンジした鍋

プチトマトのベーコン巻き

ウズラの卵

ブロッコリー・にんじん

レタスの豚肉巻き

キャベツのウインナー巻き

など好きな具材を串に刺し

ていきお鍋に入れるだけです。

人が集まった時など見た目も華や

かです。

味は何味でもOKです。

チーズフォンデュ風にしてチーズを

付けて食べるのも美味しいです。

「鍋」×「シメ」黄金コンビランキング

人気の鍋つゆ

はくさいのうま鍋

あっさりしょうゆベースでシメはお蕎麦に

するとよく合います。

広島れもん鍋のもと

レモンの風味だけでなく生姜、塩こうじ

ほんのりニンニクの香りがします。

お肉でも魚でもどちらにも合います。

赤から

番号で辛さが表示されています。

1番はマイルドで子供でもいけます。

途中で味を変えたいときはごま油を

少し入れると美味しいです。

もやし担々鍋

野菜の値段が高騰しているこの時期

にもやし鍋は助かります。

豚肉にも合いうちではよくもやし鍋をし

ます。

1位 キムチチゲ×うどん 2位 トマト鍋×雑炊

（リゾット）

3位 すきやき×うどん 4位 寄せ鍋×うどん

5位 キムチチゲ×ラーメン

シメ用にニラを加えても チーズを加えたり卵を加え
てオムライス風に

ラーメンの種類はイン
スタントラーメンが人気です

シメのうどんの方を楽しみ
にしている人が多い

6位 トマト鍋×パスタ
7位 水炊き×雑炊
8位 キムチチゲ×雑炊
9位 ちゃんこ鍋×雑炊
10位 もつ鍋×ちゃんぽん麺

寄せ鍋の中では一
番多いシメです

変わったシメの食材
お餅 そば
パン（トマト鍋） そうめん
焼きおにぎり
すいとん など
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100均の掃除グッズを使って年末の大掃除をしましょう！
くるりんポイ
排水口の汚れなどあまり
触りたくない部分に使って
そのまま捨てられます。

重曹
キッチン・お風呂・洗面台など

水まわりに活躍。排水口にふ

りかけて熱湯をかけるとにお
いとりにもなります。

セスキ炭酸ソーダ
重曹と似たような性質を持ち
ますがアルカリ性が重曹の
10倍強いので重曹よりも洗
浄能力があります。

ペットボトルお掃除
窓のサッシの部分に水を流
しながら掃除したい時に便利。
ブラシタイプとスポンジタイプ
があります。

水道シャワーヘッド
キッチンのシンクを洗った後
蛇口が遠くて届かない時は
柔らかいゴムでできていて簡
単に首のところが折り曲げら
る。レバーが付いていてスト
レートとシャワーに切り替えら
れます。

マイクロファイバーモップ

ミトン型
手に直接はめて使用する
ので作業性は抜群です。

鏡のウロコ取り
浴室鏡やガラス、蛇口に付いた
白いウロコを落とします。
スポンジを水に含ませてこする
だけでキレイに落ちます。

蛇口磨き
マイクロファイバークロ
スで汚れが吸着しやす
くカルキ汚れで白くこび
りついた蛇口もピカピカ
になります。

お風呂のフタ掃除
ジャバラになっているフ
タの溝の奥の汚れが落
ちます。

障子の穴、網戸の穴修理
シールタイプになっていて
貼ってなおすことができます。

網戸掃除ミトン
手にはめて網戸をなぞるだけで汚
れが落ちてしまうすぐれものです。

『人食いバクテリア（劇症型溶血性レンサ球菌感染症）』
ずいぶん前にテレビで「人食いバクテリア」という病気を見ていて外国
の話だろうと思っていたのですが日本で患者数が増えていっていると
聞き驚いています。
人食いバクテリアとは？
「A群溶血性レンサ菌」と呼ばれるウイルスが傷口などから入り感染
したときに発症して手足を壊死させてたり多臓器不全になる場合が
あり致死率はおよそ30％といわれています。
「A群溶血性レンサ球菌」は私たちの周りに存在する細菌です。
咽頭炎、とびひ、扁桃炎がこの菌が引き起こす病気です。

劇的なスピードで悪化する！
初期症状として
①皮膚が赤く腫れる ②喉が痛い
③発熱があり体がだるい ④血圧が下がっている
⑤皮膚に黒っぽい斑点ができそれが水泡に変わります。

（発症してから数十時間で亡くなる方もいます。）

予防するには！
現状ではこの病に対するワクチンはありません。
原因となるレンサ球菌は飛沫感染や接触感染などにより感染します
インフルエンザのように感染力は強くありません。
次に傷口感染。多くは傷口に細菌が入り込んで発症しています。
食べ物からの感染もあり菌に汚染されている生の魚介類からも感染
します。

防ぐには
・うがい、手洗いを徹底する
・マスクをする
・傷口を清潔に保つ

各都道府県で感染者が出ていて
滋賀県でも数名が感染している
ようです。
気を付けて下さい。

洗剤入れブラシ
磨きながら洗剤を出すこ
とができるので手間を省
けます。


