○

ポットの中の湯垢を落とすために薬局やドラッグストアで売ってい
るクエン酸を使ってみました。
ポット専用のタブレットの洗浄剤も市販されていますが、以前使っ
て、あまり落ちなくて残念な思いをしたことがありました。洗浄した
あと、カップに注いだお湯の中に何やら浮いていたのも、不安でした。
今回は水で薄めても普通にレモン味のジュースとして飲めるクエン酸
を買ってきて使いました。
一晩ほど浸して置いておき、洗い流します。
さてさて･･･
この写真のように、きれいになりました！底の突起
も良く見えます。洗浄剤よりちょっと割高ですが、口
に入れる物なので、飲むこともできるクエン酸ならば
安心ですよね。

袋入りの物や、量など、種類は、

わたくしが、中が美しい
電気ポットです

小さく食品添加物とも書いてあり
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築３０年ほどのお宅のリフォームを耐震性断熱性
の向上を含めて依頼されました。寒いお風呂や古く
なった流し台を替えたいとの事でした。
お風呂は家の断熱工事と共に
ユニットバスにして暖かくし、
将来洗い場でも介護が出来る
ように 0.75 坪から 1 坪タイ
プに大きくしました。

今回使ったクエン酸です。
いっぱいあるようです。

し ん

(たけはる)

ます。

柱や壁の移動はキッチンの流し台や洗面台の向きを変えま
した。さらに、全体の家の強度が上がるように設計しました。

グッチ田畑のクッキング
➀むきえびを用意する。水でよく洗い、臭みを除きます。ざるに上げ水気を
切り、ペーパータオルでふいておく。下味を☆でよく混ぜ★をまぶす。
②ブロッコリは小房に分け、♡の熱湯で色よくゆでる。
③赤ピーマン少々は細切。
④大き目のボウルに※の調味料を合わせる。
⑤下味をつけておいたえびを１６０～１７０℃くらいの油でカラリと揚げ④のソースにブロッコリ
と共に入れ混ぜる。
⑥器に盛り赤ピーマンを飾る。（ソースにリキュールがあるとなお良いです）
材料：4 人分
むきえび

大きめ 200g ブロッコリ

☆塩

小さじ 1/4 ♡熱湯

☆酒

小さじ１ ♡塩

☆卵白

大さじ１と 1/2 ♡サラダ油

★片栗粉

大さじ１ 赤ピーマン

★小麦粉

大さじ 1 ※マヨネーズ

小 1 株（350g） ※生クリーム
1ℓ ※コンデンスミルク

大さじ２
大さじ１

大さじ１ ※塩

小さじ 1/4

大さじ３ ※レモン汁

大さじ 1/2

少々 油
大さじ２と 1/2 リキュール

～ご存知ですか？～

入れにくかった車庫もブロッ
ク壁や玄関ポーチを削って、
来客用の臨時駐車場スペースも
確保しました。

適宜
あれば少々

和室をご主人の書斎
に改修しました

解体した部分は耐震補強をし、間取
り変更箇所は梁補強をしました。
広くなったリビングには
家族が帰ってきたときに
みんなで囲めるような堀
炬燵を設置しました。

つい閉め忘れた窓から雨が吹き込んで枠や床を濡らしたこと
ひさし

はありませんか？窓上に霧除け（ 庇 ）を取り付けると日差し
や雨を防ぐことが出来ます。（たけはる）
④

①

お気に入りのテレビ、ラジオ番組は？
後編（年齢順じゃないよ）

「ティッシュ箱一体型
分別もできるあたたかみのある木製のごみ箱」
ティッシュ箱もセットでき、更にゴミの分別もできるゴミ箱です。
【日時】平成 27 年 11 月 14 日（土）13 時より 17 時半
13:00～16:30 頃
16:30～17:30 頃

工具を使って加工・組立・仕上げ
後片付け・お茶を飲みながら反省会

は 蓋
ず を
し
た
と
こ
ろ

解散。

【場所】神明工務店 作業場（藤沢市鵠沼神明 3-5-16）
【参加費】４,000 円（材料費です）一つ穴は 2,000 円
【お申込み・お問い合わせ】※ 11 月 6 日（金）締切とさせて頂きます。
電 話 0466-26-8998 （土日祝を除く 8：30～17：30）
F A X 0466-22-0436 （24 時間受け付け可）
メール takahashi@shinmeikoumuten.jp 件名に「11 月 14 日 DIY 申込」とご記入ください。)
対 象
持ち物
服 装

ＤＩＹ、木工作に興味のある 18 歳以上の方ならどなたでも。（初心者・中級者・上級者 OK）
作品持ち帰り用の袋などをご持参ください。
作業しやすい服装。汚れが気にならない服装。（作業の進行具合により塗料を使用することがあります。）
作業場は半屋外です。調整できる服装でお願いします。

定員；５名程度。※定員に達し次第締め切らせて頂きます。
お名前、ご住所、ご連絡先お知らせください。受付完了のご連絡をさせて頂きます。当日ご連絡を差し上げ
る場合もありますので、当日ご連絡の取れる連絡先をお願いします。
第 5 回 DIY 教室は
※ご来場時、自家用車をご利用の方は、お申し込み時にご連絡ください。
平成 28 年 3 月を
駐車場に限りがあるため、公共交通機関のご利用をお願いする場合があります。
予定しています。
（詳細は後日送らせて頂きます）

れいじ（会長）子どもの頃は親戚が我が家にやってきて皆で 1 台のラジオを
聴いていたね。雑音がすごいから、ラジオの周りに大勢集まってね。何の番
組とも言わず聞いていたよ。あと、蓄音機だね。お経のレコードを聴いてい
るおばあさんが涙流しながら、ありがたがってきいていたよ。手回し式だか
ら動力が弱くなって来ると低い音になって止まっちゃうんだね。そうすると
又一生懸命回すんだ。今はね「笑点」あの番組に合わせて昼間仕事の段取り
をつけるんだ。5 時半にはテレビの前だよ。あと、「新婚さんいらっしゃい」
も見ているよ。いろんなことしゃべっちゃってるよね。面白いね。そして、
ここのところ戦争の話の特集番組は見るね。

高橋（建築士）小学生のころは「８時だよ！全員集合」。
父が見るプロレスと重なり、チャンネル争いに敗れて泣い
た夜もありました。あと「刑事コロンボ」、
「ザ・ベストテ
ン」。今は特にこだわって観ている番組はなく、家族が録
画したものを一緒に観ています。
「攻殻機動隊」とか「Ｆ１レース」とか。
浅野（瓦版担当）「キーハンター」毎週見ていました。
夕方再放送していた「花山大吉」も大好きでした。そし
て、「ステージ１０１」入りたかった！
今は「相棒」。「幸せボンビーガール」森泉ちゃんの DIY
楽しいの。参考になるし。ナレーションの声も好き。「ヨ
ルタモリ」タモリさんの芸達者なところ楽しい！
「サワコの朝」CM も好きで飛ばさず見てる。
「三匹のおっさん」かなり…雑食系ね。
◇ 工務店の会長の徒然 ◇

第１５回

軒天工事

（山本）

お家の軒先は傷んでくると目につきやすいですね。ベニヤで軒天が貼ってあると剥がれてき
たり白い塗装がホコリをすって黒ずんできてしまいます。軒は雨や強い日差しから外壁を守っ
てくれています、傷んで来たら早めに修理をしてあげましょう。
軒先の天井が傷んできたとの事で貼り替え
工事の御依頼がありました。６月に行ったリフ
ォームセミナーにいらして下さったお客様よ
りご相談を頂きました。
１階の軒先の工事をさせて頂く事になった
のですが、足場の設置の際にたくさんのひまわ
り達を傷めてしまうので秋以降に工事の御予
定を立てさせて頂きました。その後に、ひまわ
りを貰ってくれる方が居らした、との事で、工
事を進めさせて頂きました。
工事着工のタイミングはご都合に合わせて
いきたいと思いますのでお気軽にご相談くだ
さい。
②

山本（建築士）「ドラゴンボ
ール」「ドラゴンボール Z」
見ましたねえ。そのまま、ご
っこ遊びになりましたよ。今
は「笑ってこらえて」ダーツ
の旅とか、面白いじゃないで
すか。堅い所で「ニュース９」
あと、「水曜どうでしょう」
なんかも面白いですよね。

小川（経理）子どもの頃は「魔法使いサ
リー」と「ひみつのアッコちゃん」でし
た。サリーちゃんの中では「カブ」が登
場人物の中では一番好きでした。自分に
一番近かったからかしらね。アッコちゃ
んのコンパクトは買ってもらいました。
宝物でした。手に持って見ているだけで
幸せでした。
大人になってからは「ハゲタカ」という
社会派のドラマが面白かった。海外ドラ
マをよく見るんですけど、最近はまった
のは『BONES - 骨は語る -』です。一時
間で解決するものが好きね。被害
者の骨から様々な事を見つけ出し
て解決していくのが良いんです。

年老いた者から見た世相

…その１２…

学校給食の際、子供達に「いただきます」
「ご馳走様でした」の言葉は言う必要ないと
いう事が今でも言われているようですが、そ
の理由は給食費を払っているので、給食を出
してくれるのは当然で、お礼を言う必要はな

た。小学校高学年になると、
誰言うともなく、何となく
（れいじ）
感謝の言葉なのかなと思う
ようになり、強制される事もなく現在に至っ
ております。今頃になって、この言葉には自

いとの考えのようです。いろいろな考えを持
った方（特に若い方）がいらっしゃるようで
すが、本当にそうでしょうか？
私ごとき年老いた者からすると、この言葉
はそんな形式理論での言葉ではないのだと思
います。
「いただきます」
「ご馳走様でした」には食

然の恵みと食材への感謝と食事が出来るまで
の工程への感謝などが入り混じった言葉だと
感じるようになり、自然と手を合わせる様に
なったと思っております。自然への感謝、人々
への感謝、家族への感謝、の念を心のどこか
に持って、先祖から受け継いだ日本人の感性
として、この繊細で美しい感性を、家庭を通

べ物を通じた日本人の精神文化が色濃く反映
されているのだと思っております。

じて次の世代につなげて行きたいと思います
が、ムリなことなんですかねえ？

ひなびた山あいの村で育った私たち子供で
さえ“そういうものだ”とこの言葉を使用さ
せられ理屈抜きに心で悟ってきたものでし

争いごとも必ず少なくなって
明るい世の中に変わっていくだ
ろうと思っておりますが……。
③

