快適生活
キャンペーン概要

「今こそ滋賀を旅しよう ！第4弾」（滋賀県民限定）
宿泊補助割引＋しが周遊クーポン！宿泊プラン
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業を支援するための滋賀県独自
の観光支援策です。滋賀県民の県内旅行に限定し、宿泊補助6,000円分または3,000円
分の「コンビニ券」を1,000円で販売します。さらに、7,000円以上の宿泊プランを利用する
場合、県内の観光施設等で使える「しが周遊クーポン」を5,000円分を付与します。

利用の流れ

宿泊対象期間：2021年7月9日（金）～8月31日（火）宿泊分まで

２つのメリット

① コンビニ券を1,000円で購入
コンビニ券取扱店舗・・・滋賀県内のセブンイレブン、ローソン、ミニストップ
発売日
・・・7月7日（水） 10時発売開始
コンビニ商品番号 ・・・0256861

②プランの予約
対象の宿泊プランを予約する。 （現地でのお支払いプランのみが対象です）
予約完了メールに記載の「お問い合わせ番号」を控えておきます。
★②プラン予約ではコンビニ補助金額はマイナスされていません。
申し込みは県内旅行会社、るるぶ、じゃらんなどオンライン予約サイト、各宿泊施設
のホームページまたはお電話で。

1 人 1 泊 最大 1 万円分お得に
1 千円のコンビニ券を購入することで、最大 6 千円の宿
泊割引と 5 千円分のクーポンが貰えます。
しが周遊クーポンは 400 箇所以上で利用可能
配布される 5 千円分のしが周遊クーポンは、400 箇所
以上の飲食店や観光地、買い物などで利用できます。
5 千円相当のクーポン（1 千円× 5 枚綴）
共通券（ 3 千円分）：すべての施設で利用可能
限定券（ 2 千円分）：入場・拝観、体験、交通区分で利用可能

コンビニ券の宿泊補助額、しが周遊クーポン付与額

③宿泊当日
宿泊施設でのチェックイン時に「コンビニ券」を渡します。
精算の際、割引クーポンとして利用できます。
「しが周遊クーポン」はチェックイン時に渡されます。
（対象宿泊プラン7,000円以上の方のみ）
チェックイン時に宿泊者全員の居住地が滋賀県であることの確認書類
（運転免許所、マイナンバーカード、健康保険証など）を必ず提示する
提示がない場合は宿泊補助、周遊クーポン提供などの適用を受けられ
ません。

・【宿泊プラン】 4,000円～6,999円の場合
宿泊補助：3,000円 ／ しが周遊クーポン ：×配布なし
・【宿泊プラン】 7,000円～9,999円の場合
宿泊補助：3,000円 ／ しが周遊クーポン ：○配布対象
・【宿泊プラン】 10,000円以上の場合
宿泊補助：6,000円 ／ しが周遊クーポン ：○配布対象

滋賀で人気の対象宿泊施設
びわ湖松の浦別邸

「今こそ滋賀を旅しよう ！第4弾」を利用して滋賀を旅行してみませんか？
調べてみたらこんなにいい宿泊施設がありました。
大津市荒川711－1

館内全ての場所で愛犬とともに過ごせます。
すべての部屋に温泉露天風呂が用意され、愛犬用のバスタブも完
備。
館内にはドッグランや、ドッグサロンもあります。

ロテル・デュ・ラク

グランドーム滋賀高島

高島市永田1-19
全室琵琶湖を臨む部屋にはプライベートガーデン、プライベートキャン
プファイヤー、プライベートバーなどを備えており、アクティビティをお部
屋内で楽しめる新たなグランピングスタイルが体験できます。

長浜市西浅井町大浦2064
奥琵琶湖の自然と調和を感じる、落ち着きあるナチュラルな客室。リ
ビング付きやシアタールーム、1棟ずつ独立した2階建てのヴィラタイ
プなど、好みに合わせて選べます。どのお部屋も、自然の中で心も身
体も深呼吸できる、心地よい空間です。
1日1組ワンちゃんと一緒に泊まれる部屋もあります。

オーベルジュ メソン

大津町家の宿 粋世

おごと温泉 びわ湖花街道

大津市長等三丁目3－33
日本でもめずらしい、登録有形文化財に指定された全室５部屋のゲ
ストハウスです。

大津市北比良1039-45

周辺には「森」が生い茂っていて、朝はおだやかで、清澄な空気をご堪能で
きるだけでなく、夜は鹿の声だけが響き渡るなど大自然も堪能できます。
1日5組までの大人のためのお宿。

大津市雄琴1-1-3
２０１９秋に全面リニューアル。
５階プレミアムフロアは全４室が露天風呂付き客室。びわ湖の雄大な眺望
に美肌の湯と名高いおごとの湯が好評。お料理は京懐石をベースに地産
食材を使ったこだわりの会席料理。

外壁塗装の必要性とそのタイミング
塗装後

塗装前

彦根市 N様邸にて
6/25～7/10までの工事期
間で実際に頼んで頂いた
塗装工事です。
今年は3件ほど外装や屋
根の塗り替えを頼んで頂く
ことがありました。

なぜ建物には塗装工事が必要なのか

常に雨や紫外線、空気にさらされている建物の塗装は、グレードにもよりますが、１０年前後で劣化し、
その防水性能が切れてしまいます。そして、その防水性能が切れたまま放置をすると、建物内に水が
浸入して、雨漏りを起こしたり、内部の断熱材や木部などを腐食させてしまい、建物の耐久性に重大な
影響を及ぼします。これらの様々な劣化症状から住まいを守るためのメンテナンスとして、塗装工事を
定期的に実施する必要があります。

塗装工事をすべきタイミングを見極める方法
1. 築年数で見極める
一般的に、塗装工事を行う目安とされているのは、
新築から１０年を過ぎた頃です。
現在の塗料は性能も上がりましたから、耐用年数
が長いものを選べば、そこまで頻繁なメンテナンス
は必要ないかもしれません。
しかし、いずれにせよ、はやめであることに越した
ことはありません。
2. お住まいの状態や塗り替えのサインを見て判断する
汚れが目立つ

クラック（ひび）

エフロレッセンス(白華)
モルタルのひびは葉書が入るほどの幅に
なったら、雨水が浸入していきます。
また、サイディングの目地のコーキングも
経年でひび割れたり、痩せて隙間ができた
りします。ここも雨水の浸入口となります。

金属部のサビ
金属にはサビが発生します。最近のガル
バリウムはサビが発生しにくい材料ですが、
傷などから一気に広がることもあります。

木部の劣化

苔、藻、カビ
今すぐ塗装が必要というわ
けではありませんが、塗膜
が傷みだした一つのサイ
ンです。

壁面にこれらが発生した場合、
前述の通り防水性能が落ちてい
る証拠です。これらは根を張り、
壁面に侵食していくので、ダメー
ジも大きくなります。

ひび割れから内部に雨水
が浸入し、石灰分を表面
に押し出し、炭酸カルシウ
ムとして析出する現象で
す。防水機能が低下し、
内部へ水が染み込んでい
ることを示しています。

破風や軒天などは塗膜がなくな
ると木部に直に雨水が接触し、
吸水します。雨水の吸水によって
腐食するスピードが早まります。

スマートリング
スマートリングとはスマートウォッチの指輪版。
スマホの操作が出来るものや体調管理が出来るものなど様々な種類
が出ています。

スマートリングで出来ること
•
•
•
•
•

スマホ通知の取得
通話、音声アシスタント（SiriやGoogleアシスタント）の利用
スマホの操作（新着メッセージの確認、音楽コントロールなど）
健康管理機能（心拍、体温、睡眠段階、呼吸数など）
キャッシュレス決済

そうめんレシピ
夏の定番メニュー「そうめん」。
暑くて食欲のないときに、ツルっと食べられる素麺もずっと続くと飽きてしまいます。
これから食卓に上る機会の多そうな素麺ですが、飽きてしまいがちな味に変化をつ
けたり、気になる栄養バランスも考慮して手を加えてみましょう。

冷た～いトマト＆シーチキン素麺
材料 （2人分）
素麺
トマト(完熟)
青紫蘇
★シーチキン缶
★めんつゆ（3倍濃縮）
★マヨネーズ
胡椒

おすすめiPhone対応スマートリング
ORII ボイスアシスタントリング
ジェスチャーと音声で操作するスマートリング。骨
伝導で音声を聞けるので、こんなに小さいリング
で通話も出来てしまいます
CHICLITS スマートリング
スマートリング初めての人にはおすすめ。
防水機能付きでしかも充電の必要がないタイプのため、あ
まりスマートリングとして意識せずに使える。
事前にクラウドに登録しておいたプロフィール、URL、テキス
トメッセージなどを共有できる。

200g
1個
4枚
1缶(70g)
大さじ2
大さじ1
少々

作り方
・青紫蘇は千切りする。
・トマトはさいの目に切る。
・ボールに★印の材料を入れて
混ぜトマトも入れて混ぜる。
・そうめんを茹で ボールに入れ
て混ぜる。
・器に盛り付け青紫蘇を乗せる。

そうめんチャンプル
【材料】
そうめん
人参
ピーマン
玉ねぎ
ツナ缶
ごま油
めんつゆ
かつお節
白いりごま

2束
2～3㎝分
1個
1/2個
1缶
大さじ2
大さじ2
適量
少々

人参、ピーマン、玉ねぎは千切りにします。ツナ缶は余
計な水分や油分を切っておきます。
そうめんは時間より短めに茹でて流水でしっかりと洗
い、水気をよく切っておきます。
フライパンにごま油をしき、熱し野菜を炒めます。
野菜に火が通ったら、そうめん、ツナ、めんつゆを入れ、
よく混ぜます。
お皿に盛ってかつお節と白いりごまをかける。

Jakcom R3 NFC スマ3ートリング
設定したスマホの音楽・アプリ・電話の操作がスマホに
リンクをタッチするだけで簡単に行えるようになります。
例えば1回目のタッチでスマホロック解除、2回目のタッ
チで音楽再生します。

Tokenスマートリン
グ
買い物の支払いだけでなく、家や車のロック解除、
パソコン本体へのログインやサイトのログインま
で、指輪をはめているだけですべてこなせます

〒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．ｊ
ｐ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。

