株式会社
株式会社 鈴木住研

編集者：エリ

TEL 042-424-1449 FAX 042-424-1446
Mail suzukijyuuken-m@jcom.home.ne.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.suzukijyuuken.com/

『住まいの瓦版』は、あなたと鈴木住研をつなぐ心のホットライン・レターです┰

古都京都の文化財は、京都府京都市・宇治市、滋賀県大津市に存在する寺院等の総称です。1994 年にユネスコの世界文化遺産に登録されました。
賀茂別雷神社 （上賀茂神社）、賀茂御祖神社 （下鴨神社）、 教王護国寺 （東寺）、清水寺 、現在は分離している地主神社を含む、延暦寺、醍醐寺、仁和寺、平等院、宇治上神社、高山寺、西芳
その中の清水寺について、ちょこっと調べてみました。
清水寺は奈良時代にはじまる延鎮上人(えんちんじょうにん)という僧侶が開いたお寺です。観音様のお告げに従い音羽の滝にたどりついた場所が、清水寺のある音羽山
でした。彼は音羽の滝のそばに家を建て住みつきました。その後、坂上田村麻呂(さかのうえ たむらまろ)(平安時代の優れた武人)が、清水寺のある音羽山で鹿狩りに出
かけたときに、延鎮上人に殺生を戒められます。それに感銘を受けた坂上田村麻呂は妻と共にお堂を建てます。このお堂が清水寺のお寺としての始まりといわれています。
清水寺がどのようにできたかという話には諸説あるそうですが、現在では坂上田村麻呂が清水寺の基礎となるお堂を建てた、という説が正しいとされています。
清水寺は昔、興福寺の法相宗に属していました。興福寺と延暦寺は僧兵を持つ寺で当時の政権からも恐れられる存在でした。清水寺の属する興福寺と延暦寺は常に
ライバル関係にあり、仲が悪かったといいます。このライバル関係に清水寺は大きな影響を受けます。なんと延暦寺の衆徒が清水寺を襲い清水寺は炎上してしまいます。
平家物語にもその様子が描かれていますが、僧侶が戦闘に参加するというのは今では考えられないですが、武蔵坊弁慶のような兵がたくさんいたそうです。延暦寺と清水
寺は近いこともあり、たびたび衆徒による襲撃を受けます。焼き討ちにあうことも多く、清水寺の建物も何度も損害をうけたそうです。清水寺の歴史が長いということも関
係しているのでしょうが、頻繁に焼失を繰り返しています。
清水寺には多くの歴史ある建物があります。「清水の舞台」で有名な本堂は 400 年近く前(1633 年)に再建された建物で、清水寺の本堂は国宝に指定されています。清
水寺の入り口にある仁王門も重要文化財に指定されています。応仁の乱(室町時代に将軍の座を狙い 25 万人の兵が京都でぶつかった)で、仁王門も焼失しましたが再
建されました。清水寺には国宝の本堂以外にも 10 以上の重要文化財があり、また名勝に指定された庭もあります。
中学校の卒業旅行が〝奈良・京都〟でした。清水寺にも行ったのですが、うろ覚え状態・・・。 京都に
京都に行きたぁ～
きたぁ～い!!!

黄ばんだ畳
ばんだ畳には、
には、抹茶を
抹茶を使う
畳の黄ばみには、抹茶を使いましょう。
お湯に抹茶を溶かして雑巾を浸し、堅く絞って拭くと黄
ばんだ畳が新品同様、真っ青になっちゃった！？
お茶に含まれるカテキンって成分には殺菌作用もあり、
抹茶のいい香りが漂って、気持ちいい。

畳の日焼け
日焼け予防には
予防には、
には、みかんの皮
みかんの皮
みかんを食べた後、皮を捨てず、少したまったら、お鍋に水
とみかんの皮を入れて、みかんの皮の煮出し汁を作りま
す。冷ました後に、雑巾などに含ませて畳を拭けば OK。
日焼けしちゃった所にもお試しを・・・

家で気軽に食べれて、美味いラーメンは・・・
〝サッポロ一番〟なのであります
基本は〝塩らーめん〟が好きですが、
〝ピリ辛みそラーメン チゲ風〟も好き。
どんぶりに別添のスープの粉・切りごま・大量のネギを入れて
待機。鍋で水のうちから麺を入れ、沸騰して麺がほぐれた
直後に卵を投入!!!麺が茹で上がる頃には白身の固まった
黄身がトロトロの素敵なトッピングに仕上がっています。

平成 21 年 12 月 8 日に政府で閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に盛り込ま
れた『住宅エコポイント制度の創設』に基づき、地球温暖化対策の推進、経済の活性化を目的に、対象
となる高い省エネ効果を有する商品を使用したエコリフォームまたはエコ住宅の新築をされた方に対して、
様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得いただける制度です。
今年 12 月 31 日までの着工分対象ですが、
予算に達したところで終了となりますので
ご希望の方はお早めになのであります。

ポイントの発行対象
ポイントの発行対象となるエコリフォーム
発行対象となるエコリフォーム
A.
B.
C.

ガラス交換
内窓の設置
外窓の交換
窓の断熱
改修後の窓が、省エネ基準（平成 11 年基準）に規定する断熱性能に適合するように行う、上図の
いずれかの断熱改修が対象となります。
外壁、
外壁、屋根・
屋根・天井又は
天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用
いる断熱改修を対象とします。
バリアフリー改修
バリアフリー改修
A または B の改修工事と一体的に行うバリアフリー改修工事を対象とします。
手すりの設置
すりの設置
「浴室」、「便所」、「洗面所」、「浴室、便所、洗面所以外の居室」、「廊下・階段」への手すりの設置
段差解消
「屋外に面する出入り口（玄関・勝手口等）」、「浴室」、「屋内（浴室を除く）」における段差解消
廊下幅等の
廊下幅等の拡張
「通路の幅」「出入り口の幅」の拡張
詳しい内容
しい内容は
内容は次号に
次号に掲載します
掲載します!!!
します!!! 

お部屋もタオルも温かく。
輻射熱でやんわり温めます。
温風に直接当たることがなく、喉やお肌にもやさしい。
欧米ではバスルームに欠かせないアイテムとして愛用されているタオルウォーマー。
トイレやキッチンなどの限られた空間では、ヒーターとしてもご利用いただけます。

私がインスタントの中での王様だと思っているのは、
〝サッポロ一番 ソースやきそば〟なのであります。
食べる時は具なしで!!!麺とソースだけでお願いします。
そして、通常よりも水を多めにして、柔らか～く煮ると更に
ウマウマなのであります。
ご購入の
購入の際は、5 個パックで┿
パックで┿

規格・価格はカタログをご用意しております。
納期は 3 週間ほど。特注サイズ、特注色も OK。

みなさまに、オススメの商品を
ご紹介します┿
資料をご用意していますので
お気軽に請求して下さい┷

・４～７月 は、シ ロアリ の活動時 期 な ので、羽蟻 を見 つけたらシ ロアリ か普通 の蟻 か確 認 しま しょう。

寺 （苔寺）、天龍寺、鹿苑寺 （金閣寺）、慈照寺 （銀閣寺）、龍安寺、西本願寺、二条城

住宅エコポイント制度が熱いのであります

季 節 のお手 入 れ 【
④ 月】

移動用 の作業架台。ビ ティー枠 で１段～４段 くら いの１ スパ ン の足場 を組 み、足 元 には移動用 のキャスターを つける。

ローリ ング タ ワー】
ハウジ ング用語 【

【古都京都の
古都京都の文化財／
文化財／清水寺】
清水寺】

今回は小さい頃に好きだった番組
〝にこにこ、ぷん〟を調べてみましたぁ～

『にこにこ、ぷん』は、昭和 57 年 4 月 5 日から平成 4 年 10 月 3 日まで『おかあさんといっしょ』のコーナーとして放送された人形劇。
「にこにこ島」を舞台に、じゃじゃまる、ぴっころ、ぽろりの 3 人が、共に笑い、時にはけんかをして泣き、またあるときは冒険をしたりする・・・
勇気と友情あふれる物語です。
ぽろり（声：中尾隆聖）
中尾隆聖）

にこにこ島
にこにこ島
大宇宙のかなた、時間と空間を超えた地球にそっくりな星にある「にこにこ島」。気候は温帯と亜熱帯の中間で、果物や
木の実、魚や貝などの食べ物が豊富にある。昔は大陸の一部だったらしく、北と南の動植物が一緒に暮らしている。

きも つき かね た

じゃじゃまる（声：肝付兼太）
肝付兼太）

肝付兼太さんの声優での出演作品
ドラえもんのスネ夫
おそ松くんのイヤミ
アンパンマンのホラーマン

本名：ふくろこうじ・じゃじゃまる
うらおもて山猫の男の子。推定年齢 5 歳、身長 2m20cm、足の長さ 63cm、足のサイズ 50cm、しっぽの長さ 1m、そして、チャームポ
イントのでべそは大きなあんぱんくらい。「ゴロニャーゴー!オッス!!じゃじゃまるさんだぞ!」と挨拶して登場する。力持ちで、親分肌の
性格をもつ野性派。3 匹の中で自分だけ字が読めないことに劣等感を抱いている。趣味は食事とゴロ寝。得意なことは、三味
線、サーフィン、釣り、木登り、浪花節、言葉が話せない動物の通訳、そしてラーメン作りと、意外に豊富。苦手は、字、ねずみ、
お風呂、床屋さん。将来の夢は、安くておいしいラーメン屋さんになること。子ネコの頃、鼻をかじられたため、実はネズミが大の苦
手。母親の顔を覚えておらず、たまにぴっころとぽろりに届く母からの品物が来るたびに気持ちが沈んでしまう。

ぴっころ（声：横沢啓子）
横沢啓子）

中尾隆聖さんの声優での出演作品
アンパンマンのバイキンマン
ドラゴンボールＺのフリーザ

横沢啓子さんの声優での出演作品
ドラえもんのドラミちゃん(初代)
天空の城ラピュタのシータ
エスパー魔美の佐倉魔美

本名：ふぉるてしも・ぴっころ
ふんボルトペンギンの女の子。推定年齢 3.5 歳、身長 1m80cm、身長 1m80cm、バスト 2m30cm、ウエスト 2m88cm、ヒップ
2m70cm、足の長さ 34cm、ぼうしのサイズ 1m50cm。「♪ぴっころ、ぴっころ、ポポッピデュー。ハーイ、ぴっころよ♪」と挨拶して登場す
る。おしゃべりとお洒落が好きなおしゃまな女の子。気が強く、女性を軽視したような発言には色をなして反論する。ペンギンなの
に泳ぎが下手で水を怖がる。初めて空を飛ぶペンギンになる夢を持ち、密かに訓練を続けている。趣味は、バレー(踊り)、編み
物、おままごと。じゃじゃまるとぽろりは脅迫されて、これらに渋々付き合うことがよくあった。得意なことは、相撲、レスリング、ボ
クシング。苦手は水泳。夢は空を自由に飛ぶこと。手が水平のためじゃんけんはパーしかだせないことや、ぽろりとじゃじゃまるに肥
満気味だと冷やかされると怒り、「ぴこっ!」と飛び上がり、地響き(ドンピョン)を起こす。じゃじゃまるには「元気ペンギン」「ドンピ
ョンペンギン」などと呼ばれている。

本名：ぽろり・カジリアッチ III 世
ネズミの男の子。推定年齢 4 歳、身長 1m90cm、おなかの周り 1m70cm、足のサイズ 40cm、しっぽの長さ 2m15cm。「♪
ぼーくはー海賊ーなのだー、海の男なのだー。やあ、ぽろりなのだ」と挨拶して登場する。有名なネズミ海賊「ねこいら
ず・カジリアッチ」の子孫。カジリアッチ家のならわしとして幼稚園の卒園後に船を与えられ、祖先の隠した宝を探す
旅に出たところ、"にこにこ島"に漂着した。しばしば家柄や頭のよさを自慢したがるが、気が弱くて泣き虫。忍耐力
にも乏しい。すぐに「よよよよ」と泣いてしまう。趣味は、勉強、コーラス、人にものを教えること。得意なことは、バイオ
リン、ギター、発明、剣道。苦手は、おばけとピーマン。ピーマンは見たり名前を聞いたりしただけで寒気がすると同時
にやる気を失うほど大嫌い。将来の夢は、大学の先生になること。じゃじゃまるには「泣き虫ネズミ」「ヨヨヨネズミ」
「勉強ネズミ」などと呼ばれている。

はなばなガールズ
ケシ科の珍種らしき歌う花たち。状況説明から時間経過にいたるまで、何でも歌ってしま
う。紅白歌合戦にでるのが夢。アイキャッチの際に左右に揺れながら「あらあら おやおや
それからどんどこしょー」、物語の終わりには「わーい わーい にこにこぷん」と歌う。

タオルウォーマー
＋
ヒーター

タオルウォーマー
＋
リミテッドスペースヒーター

リラインス

耐震

誰でもできる
わが家の耐震診断

国土交通省住宅局

暮らすよろこび応援
らすよろこび応援ブック
応援ブック

高齢者・介護する方、
される方のためのガイド

ＩＮＡＸ

水まわりピカピカ・ブック

水廻りの簡単な修理・お掃除・
リフォームをご紹介

ＩＮＡＸ

軟水のはなし
軟水のはなし

軟水器「美肌っ子」
「軟太郎」

三浦工業㈱

高木均さんの声優での出演作品
となりのトトロのトトロ
ムーミンのムーミンパパ

かしの木
かしの木おじさん（声：高木均）
高木均）
樹齢 200 年のかしの木。博識で優しく、島の生き字引。ヤシ酒が大好き。いつも鼻ちょうちんを出しながら眠っているが、
目を覚ますと頼りになるおじさん。移動できないので、鳥や動物が手足になって働く。夢は海を見ること。

にチェックを入れて下さい。

資料送付先
お名前：
ご住所：
ご連絡先：

資料請求先
株式会社 鈴木住研 行

FAX：042-424-1446
Mail：suzukijyuuken-m@jcom.home.ne.jp

