快適生活

ゴールデンウィーク到来！今年はなんと10連休！！
連休の時期に人気のイベントがたくさん開催されます。
家族や友だちと一緒に出かけましょう！

全日本うまいもの祭り2019 in モリコロパーク 【愛知】

日野祭

【日野町村井 馬見岡綿向神社】

豪華に飾られた3基の神輿と十数基の曳山が馬見岡綿
向神社へと向かう。湖東地方を代表する春祭で、滋賀県
の無形民俗文化財に指定されている
2019年5／2（木）～5／3（金）

伊庭の坂下し祭 【東近江市伊庭町 繖峰三神社 】
近江の奇祭の一つに数えられる。三基の神輿を氏子の若衆が引きずり降ろす神事。
途中何箇所かの難所もある。三基の神輿が降ろされていく姿は、見物客もともにハラ
ハラしどうしであり、難所では手に汗握る危険な見せ場もあり。
2019年5／4（土）

「う祭り」の愛称で親しまれ、毎年10万人以上の来場者が訪れる人気フードフェス。
開催日
20019年 4／27（土）～5／6（月）
10：00～17：00
場所
愛・地球博記念公園大芝生広場

肉フェスOSAKA 2019 【大阪】
累計来場者数が630万人を突破した国内最大級のフードイベント「肉フェス」が、東京、
大阪で同時開催。
開催日
20019年 4／26（土）～5／6（月）10：00～21：00
場所
長居公園自由広場

餃子フェス OSAKA 2019 【大阪】
ご当地餃子、肉汁餃子、水餃子…。
開催日
20019年 4／30（火）～5／6（月）
場所
大阪城公園 太陽の広場

篠田の花火 【近江八幡市上田町 篠田神社 】
国の選択無形民俗文化財の選定を受けいている全国各地の
伝統花火の中でも稀有なものです。
2019年5／4（土）

TOYO TIRES NCCR2019彦根-若狭 【彦根ビューホテル（スタート・ゴール） 】
彦根市～若狭町の往復約190kmを、クラシックカー
やエキサイティングカーが走行！
5／19（日）スタート／彦根ビューホテル8：00～11：00
ゴール／彦根ビューホテル16：00～17：00

フォレオ手作りマーケット 【フォレオ大津一里山】
屋外広場＆軒下を利用した最大70店の全天候型イベント。
2019年5／3(金)

ARトリックアート展 in ビバシティ彦根
全ての作品が、平面に描いた3Dアート。
2019年4／27日(土)～5／6日(月) 最終入場 19:30
開催時間
10:00～20:00

第6回カレーEXPO in万博公園 【大阪】

10：00～20：00

約40店舗が参加する
カレーの祭典！

スパイスカレーから欧風カレーまで、ハーフサイズで提供するので食べ比べができる。
「スイーツEXPO」「パン博」、全国のカレーパンが集まる「カレーパンサミット」も同時開催される
開催日
20019年 5／3（金）～5／6（月）
9：30～17：00
場所
万博記念公園 東の広場

多度まつり 【三重】
上げ馬神事は、その中の神事の一つ。上げ馬神事は、神占いによって
選ばれた少年騎手6人が武者姿で約2mの絶壁を人馬一体となって駆け
上がる勇壮な神事。
開催日
20019年 5／4（土）～5／5（日）
場所
三重県 多度大社

大垣まつり 【岐阜】
2016年12月にユネスコ無形文化遺産に登録されました
13両の“やま”が城下町を練り歩き、華麗な元禄絵巻を繰り広げる。
大垣まつりには、毎年、約500店もの露店が軒を連ねている。
開催日
20019年 5／11（土）～5／12（日）
場所
大垣八幡神社周辺、東外側通り、大垣駅通り ほか

キャッシュレスとは、クレジットカードや電子マネー、口座振替を利用して、
紙幣・硬貨といった現金を使わずに支払い・受け取りを行う決済方法の
ことです。
2020年のオリンピック、2025年の大阪万博までに・・・というキャッシュレ
ス化の目標は実際に国を挙げた取り組みではあります。
決済方式が安全かつ利便性が高いことは、暮らしやすさにつながります。
今後さらにキャッシュレス化は加速していくはずです。

消費増税対策のポイント還元
2019年10月予定の消費税10%への増税に伴い、5% or 2%をポイントやキャッ
シュバックで消費者に還元！？
2019年10月以降の買い物から、クレジットカードなどのキ
ャッシュレス決済をすると、ポイントが還元される政策です。
ポイントの還元率は中小の小売店などでは5%、大手系列
のチェーン店などでは2%になる見込みです。
ポイントは現金と同様に使えますから、消費税10%－ポイ
ント5%なので、実質消費税5%で買い物ができたことになり
ます。
対象期間
2019年10月～2020年6月（9ヶ月間）
対象決済手段
クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど電子的に繰り返し
利用できる決済手段

新サービスを提供するスマホ決済アプリに脚光
昨年から一気に「QRコード決済」サービスを開始する企業が増えてきました。
QRコード決済とは、スマーフォンでQRコードを読み取って、紐付けられたクレジ
ットカードや事前にチャージした電子マネーなどで支払うこと。
2018年に利用されたランキングは1位が楽天ペイ、2位がPayPay、3位がLINE Pay
2019年は｢ペイ乱立時代｣を迎える
現在、続々と登場しているのが、主に〇〇ペイと名前がついている
｢QRコード、バーコード｣で支払う決済方法。すでに、｢楽天ペイ｣｢LIN
E Pay｣｢PayPay｣｢d払い｣といった通信・ネット企業系と｢Origami Pay｣
などのベンチャー企業系があります。
〇〇ペイと一口に言っても、当然のことながらそれぞれ特徴があり、
利用できるところ、お金のチャージ方法、利用できるクレジットカード
が異なります。
その違いを見極めれば、自然と自分にぴったりのペイを見つけること
ができそうです

「キャッシュレス決済」のメリット・デメリット
1. 現金を持ち歩かなくていい
2. 海外でもそのまま使える
3.
4.
5.
6.

ポイントが貯まる
とにかく決済がラク
利用状況の管理が簡単
クレジットカード、デビットカードには盗難補償がつく

1．キャッシュレス決済は使えるお店と使えないお店があ
る
2. スマホの紛失や電池切れによって決済ができなくな
る可能性がある
3. 自分の知らない間にお金を使いすぎてしまう可能性
がある
4. キャッシュレス決済アプリの種類が多く乱立している
5. 盗まれたり無くしたら大変

【 Qrio Lock (キュリオロック) 】
【これで安心！】
ペット用見守りカメラのおすすめ人気ランキング
おやつが飛び出すドッグカメラ
￥27,000
専用のスマートフォンアプリからペットにおやつを
あげることもできます。
高性能マイクとスピーカーが内蔵されていますので、
遠隔地からペットの声を聞いたり話したりすることが
可能です。もしペットが一方的に何か問題がり吠え
たりした場合は、お持ちのスマートフォンに通知して
くれる便利機能も搭載されていますのですぐにカメラ
などでペットの様子を確認することができます

自動式ペットスマート給餌器 ¥16,889
出先からでも遠隔操作でご飯をあげれる高性能
見守りカメラ
基本的な見守りカメラの機能を維持しつつ、専用の
スマートフォンアプリを使い、ご飯を遠隔地からでも
あげることができる

ベビーモニター
¥19,800
温度や湿度をチェックできる機能があります。
リアルタイムな画像を最大５人までシェアすること
が出来ます。
設定が簡単。

ワイヤレス無線ネットワーク防犯カメラ ¥6,899
200万画素を誇る画像の綺麗さと、暗視カメラ機能が
付いている
インターネット接続も有線・無線に対応していますの
で、ペットの見守り用以外にも家の防犯対策としても
利用できるのでおすすめです！

¥23,000
ドアのサムターンに取り付けることにより
スマートフォンでカギの解錠／施錠を行
うことができる
ハンズフリー解錠機能により、カギの解
錠はドアに近づくだけ。ポケットにスマー
トフォンが入っているだけで、ドアに近づ
くと自動的にカギを解錠します。

【 ホームネットワークシステム 「スマ＠ホーム システム」 】
かんたん設置で、おうちの中も外も外出先からスマホで見守ることが出来ます。
ホームユニット（本体）＆カメラキット
ホームネットワークシステムのすべての機器を制御する
★ 本体「ホームユニット 」
★ カメラから呼出し・通話できる「おはなしカメラ」
★ 配線不要で設置できる「屋外バッテリーカメラ」
★ 家の外の様子を確認できる「屋外カメラ」
★ 家の中の様子を確認できる「屋内カメラ」
オプション
★ 窓/ドアが開いたことをお知らせ「開閉センサー」
★ センサーやカメラに連動してライトを点灯する「LEDセンサーライト」
★ センサーの反応を光や音でお知らせ「お知らせチャイム」
★ 人の動きを検知してお知らせ「人感センサー」などがあります。

【 Tile Mate 】

充電不要で1年間使える落し物トラッカー ¥2,006
大事な物に取り付けておくと、それを紛失したときに、
スマホで在りかを検索できるというもの。近くにある物
の検索にはBluetooth、離れた場所からの検索には
GPS（位置情報サービス）も使われます。といっても、
Tile本体にGPSが内蔵されているわけではなく、スマホ
がTileに最後に接続した場所が記録され、スマホでそ
の場所を確認できる仕組みです。

ゴールデンウィークくらいは美味しいものをたくさん食べたい！
そう思っていてもどこに行っても混んでいるこの時期。
近くのカフェに行ってゆっくり朝食でも食べませんか？

近くのカフェでモーニング
トースト&ゆで卵セット
￥299
どの朝食メニューにもドリンクバーが
付いています
土・日
7：00～

7：00～11：00まですべての飲み物に
無料で厚切りトーストが半切れ付いてきます。
（小倉あんがオススメ）

2019年 ゴールデンウィーク(GW)は10連休
10連休中の生活で注意すべきこと
1. 病院が開いていない
病院にかかりたいと思っても開いていない可能性があります。
そういった場合は、地域の休日診療所などにお世話になる必要がありますので、咄嗟の
場合にすぐに行けるように場所や受付時間を確認しておくほうがよいでしょう。

2. 役所などの公的機関が利用できない
連休中は役所などの公的機関の窓口が利用できない可能性が高いです。
土曜日も受付をしている場合もありますが、短縮時間であったり、人が殺到して大混雑
してしまうこともありえます。

3. 入金・振込などの確認ができない
連休中に銀行振込を利用した取引・商品の購入を予定されている方は、どのタイミング
で反映されるのかや、相手がいつチェックしてくれるのかを確認しておく

4. 郵便の配達もお休みになります
トースト&ゆで卵
￥80
飲み物の注文が必須ですがこの値段で
朝食が食べられます。
朝 7：00～

4／27 配達

4／28～5／1休み

5／2 配達

5／3～5／6 休み

5. 金融機関の窓口も4／27～5／6まではお休みです （気をつけてください）
ＡＴＭは全部ではないですがほぼ使えそうです

6. レジャーや交通機関が大混雑
ドリンク料金だけでサービスで付いてくる
メニューにコッペパンシリーズが登場
朝7：30～

こちらは容易に想像がつきますが、連休中はどこに行っても人や車が殺到しています
ので、大混雑していることを想定して行動するようにしましょう。

〒522-0341

朝はドリンクを頼むとお得なモーニング
が無料でサービス
8：00～11：00

滋賀県犬上郡多賀町多賀１５２２－１
島﨑工務
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