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【プリトヴィツェ湖群国立公園
プリトヴィツェ湖群国立公園】
湖群国立公園】

木製の
木製の遊歩道
園内は遊歩道が整備されているほか、遊覧船やバスなどの移動手段もあるので、
時間や体力に合わせた観光ができるそうです。
入園料は 85 クーナ（約 1,700 円）で、このなかに遊覧船等の料金も含まれていて、
この入園料収入によって、公園の維持管理がなされているそうです。

梅雨のジメジメは嫌だ
けど、アジサイが見られ
る時期ですねぇ～♪

透明度の
透明度の高い水
泳いでいるマスなどの淡水魚が見えます。

〝天使〟と聞いて次に思い浮かべるのはどれ？
⇒ 神様
⇒ 羽根

開催地：高幡不動尊境内
開催期間：2010 年 6 月 1 日～2010 年 7 月 7 日

窓ガラスの汚
ガラスの汚れを防
れを防ぐには
窓ガラスはね、特に掃除したすぐ後なんかは、静電気が
出て周りのホコリや汚れを寄せつけちゃうんだよ。
窓ガラスを拭いた後に、柔軟剤を薄めた液を雑巾に含ま
せて、それで仕上げ拭きをしてごらん。
柔軟剤が静電気防止の役目をして、ホコリや汚れを付
きにくくしてくれるんだよ。

断面図
断面図
横から見ると、このように大小 16 の湖が階段状
に位置していることがわかります。
海抜 693ｍの湖から、海抜 150ｍの地点までが、
無数の滝によってつながれています。

脱線ばかりのこのコーナー
今回も脱線して心理テストでございます

⇒ 赤ちゃん
⇒ 天国

※イベントの中止や開催期間の変更に関しては、「問い合わせ先」欄
に掲載の連絡先までご確認ください。

開催時間：9:00～17:00
問い合わせ先：日野市観光協会 042-586-8808
アクセス：京王線または多摩都市モノレール高幡不動駅
より 5 分

小学生の時に作ったタイムカプセル。
そこに入っていたのは？

高幡不動尊の境内から山にかけて咲き乱れる紫陽花は、

窓ガラスについた油汚
ラスについた油汚れを
油汚れを取
れを取る

⇒ 大切にしていたペンダント

約 200 種類 7,500 株といわれている。近年は散策路も整備

ガラス用洗剤を吹きかけた後、その上からラップをかぶせ
て、そのまま１０分ほど置くんだよ。
それから、ラップをはがして、布で拭くと、ガラスの油汚れ
が簡単に取れて、ピカピカになるよ。

⇒ 昔ハマっていたゲーム

され、山紫陽花園も拡張された。期間中は植木市、フリー
マーケット（第 2 日曜日）、ガラクタ市（第 3 日曜日）など
様々な催しが行われる。

⇒ 友達と写っている写真
⇒ 大人になった自分への手紙

あなたは 1 人暮らし。
実家の母親が体を気遣って、何か送ってきてくれました。荷
物の中には何が入っていた？
⇒ 湯たんぽ
⇒ 薬類など、救急用品一式
⇒ ホットレモン・生姜湯の元
⇒ 箱いっぱいの野菜

季 節 のお手 入 れ 【
⑥ 月】

全体図
公園内を見学するには最低 3 時間はかかるそうです。

・天気 の良 い日 は窓 を開 け て通 風 し、除 湿 ・カビ防 止 に つとめ て下 さ い。
・雨漏 り や雨 どいの破 損 を点検 し て下 さ い。

は

斫 つり】
ハウジ ング用語 【

石及 びコンクリート の表 面 の不要部 分 な どを、ノミ やコンクリートチッパーを用 いて削 る こと。

プリトヴィツェ湖群国立公園は大小 16 の湖と 92 の滝…そして広大に広がる森林から構成されている
クロアチアの国立公園の一つです。
約 1 億 5 千万年前に形成された石灰岩層を流れる水が含む高濃度の炭酸カルシウムが水をせき止めて
できたと言われる総面積約 295ｋ㎡の美しい国立公園で、標高 1280m から、標高 380m までの滝で結ば
れる階段状に並んだ 16 の湖が美しい景観を作り出しています。
1949 年にユーゴスラヴィア最初の国立公園となり、1979 年には世界自然遺産に登録されました。
しかし、1991 年のこのエリアはクロアチア独立戦争の際に起きたセルビアとの紛争で、一時セルビア側の
管理下に置かれ、1995 年にクロアチア領に戻ったという経緯があります。
戦争による被害が大きかったため、一時は危機にさらされている世界遺産リストにも登録されていました。
しかしその後、関係者の地道な努力の甲斐あって本来の美しさを取り戻し、年間約 80 万人が訪れる
クロアチアの貴重な観光資源となりました。
プリトヴィツェの水はヨーロッパの中でも透明度が高いことで有名で、湖は見る場所、角度、時間によって
その色合いを変えていきます。
川や湖にはマスなどの淡水魚が群れをなして悠々と泳いでいる魚を水面から間近に見ることができるほど
です。
公園の周りには野生の熊やオオカミ、珍しい鳥類などが生息するブナやモミの原生森が広がっています。

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┷

〝天使〟
天使〟と聞いて次
いて次に思い浮かべるのはどれ？
かべるのはどれ？
神様を
神様を選んだあなたは「
んだあなたは「精神年齢は
精神年齢は実年齢と
実年齢と同じ！」
あなたは非常に心と体のバランスの取れた人。スクスクと素直に成長しています。精神的に、きちんと物事を判断し人の立場も考える大人な部分
と、無邪気で純粋な子どもの部分と両方を持ち合わせている理想の齢の取り方！ 周りもあなたの存在で癒されることが多いはず。ズバリ最強の愛
されキャラなので、ヘンに異質なものを求めてみたり、変わった方向へ進もうとするよりも、今の瑞々しい魅力を大切に伸ばして◎です。

羽根を
羽根を選んだあなたは「
んだあなたは「精神年齢は
精神年齢は小さな子
さな子ども♪
ども♪」
あなたの心は、少しのことで壊れそうな、小さい小さい子どものハートのまま。自分の気持ちに正直で、嘘が大嫌いです。しかし、そのガラスのような純
粋さは、自分も傷つきますが、人を傷つけてしまうこともしばしば。相手に合わせたり媚を売ったりすることを拒むことで、敵を作ってしまいがちです。
「大人になるということは汚れること」という罪悪的な見方を変えるべき。まず、第一歩として「聞き上手」になる努力をしてみて。

赤ちゃんを選
ちゃんを選んだあなたは「
んだあなたは「精神年齢はけっこうオバちゃん
精神年齢はけっこうオバちゃん☆
はけっこうオバちゃん☆」
あなたの心はすでにオバチャンゾーン突入！ 良くも悪くも繊細さや弱さが減ってきて「自分が楽しければ周りも楽しいはずなのよ♪」とすっかりあけっぴ
ろげに。多分、人生の中で今が一番ハッピーなのでは？ 仕事も自分のペース、オシャベリや買い物もモチロン自分中心。裏がなくアッサリしているの
で、グループの人気者！ ちょっと厚かましいのが玉にキズですが、そのまま明るくオバチャンの道を追求するのもアリ…!?

スウェーデンの壁紙のメーカー、デコールメゾンの壁紙「
「フューチャーウォール」
フューチャーウォール」をご紹介します。
「フューチャーウォール」
フューチャーウォール」は 450 ミリ幅の壁紙を現場で突きつけ施工することで一枚の大きなデザインを描き出していく壁紙です。
7 柄・34 アイテムはすべてスウェーデン在庫で、同社が得意とする『自然のモチーフやトラディショナルな文様』をダイナミックなサイズ
で表現しています。
表面にラミネートを施すことのない(インクジェットとは異なる)製造方法で、紙壁紙の質感を損なうことなくオリジナルデザイン壁紙
を製作することができます。
存在感のある壁紙は、玄関・リビング・居室・和室・トイレなどで、個性を活かしたインパクトのある空間を演出してくれます。
◆参考価格◆
幅 1800mm（450mm×4 巾）×高さ 2650mm 48,000 円～

天国を
天国を選んだあなたは「
んだあなたは「精神年齢高すぎ
精神年齢高すぎ！
すぎ！ もう悟
もう悟りの境地
りの境地…
境地…？」
精神年齢が高すぎます！ なにがあなたをそこまで落ち着かせたのでしょう？ 全てにおいて達観していて、驚くほど冷静で的確な答えを出すので、友
人の間では、相談役として信頼と尊敬を集めているはず。ただし、あなた自身は同い年同士では物足りなさを感じてしまうのでは。恋愛や流行の話
より、年上の人たちと、人生について深く語り合う方が楽しいというプチ哲学者です。もう少し年相応の遊びに参加して若さを取り戻すべき★

小学生の
小学生の時に作ったタイムカプセル。
ったタイムカプセル。そこに入
そこに入っていたのは？
っていたのは？
大切にしていたペンダントを
大切にしていたペンダントを選
にしていたペンダントを選んだあなたは「
んだあなたは「ケチ度
ケチ度 20％！
20％！」
％！」
あなたのケチ度は、とっても低めの 20％！ケチとは程遠い金銭感覚の持ち主のようですね。稼いだお金は、貯めこむよりも使うという美学を持ち、欲し
い物があったら即決で買ったり、特別な理由もない日に人にご馳走したり、良く言えば太っ腹で気前が良いところがありそうです。お金が必要になっ
た時には貯金がない、なんてこともありそうですが、普段あなたに救われている人からの援助が期待できるので、滅多にお金には困らなさそう。

昔はまっていたゲームを選
はまっていたゲームを選んだあなたは「
んだあなたは「ケチ度
ケチ度 60％！
60％！」
％！」
あなたのケチ度は、60％！締めるところはしっかり締めて、使う時にはためらわない、というなかなかバランスの良い金銭感覚を持っているようですね。無
駄な買い物をしないように品物をリストアップしたり、安いお店を手早く探すことも得意そう。同世代の平均よりは、貯蓄が多くて驚かれることも多
いのでは？お金のことはシビアで、貸し借りは絶対しないという信念を持っているかも。ケチだと陰口を言われても、気にしないこと。

友達と
友達と写っている写真
っている写真を
写真を選んだあなたは「
んだあなたは「ケチ度
ケチ度 40％！
40％！」
％！」
あなたのケチ度は、40％！使わない時と使う時の落差が激しいようですね。普段の金銭感覚は平均的なのに、定期的に遊びたい欲が高まって、思い
きり散財してしまう、なんてことがありませんか？ストレスを溜めずに、気持ち良くお金を使っているようですね。しかし、遊んだ次の日に、突然お金が
必要になると大ピンチ！あちこちからお願いしてお金を借りる事態になる可能性も。計画性を持ってお金を使う工夫をすることも必要かも。

大人になった
大人になった自分
になった自分への
自分への手紙
への手紙を
手紙を選んだあなたは「
んだあなたは「ケチ度
ケチ度 80％！
80％！」
％！」
あなたのケチ度は、かなり高めの 80％！稼いだお金をいかに使わず貯めることができるかが、生き甲斐になっているのかも！？先輩に週一でご馳走になっ
たり、服は人のお下がりをもらったり、そのケチ具合は既にプロの領域。かなりの金額の貯蓄を持ち、なかなかの守銭奴振りを発揮しているのでは？あ
なたのケチには、周りを圧倒するパワーがありますが、時には批判されることもあるはず。そんなものは気にせず、正義のケチ道を邁進して。

クロス

フューチャーウォール

デコールメゾン

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㈱

あなたは１
あなたは１人暮らし
人暮らし。
らし。実家の
実家の母親が
母親が体を気遣って
気遣って、
って、何か送ってきてくれたらしい。
ってきてくれたらしい。荷物の
荷物の中には何
には何が入っていた？
っていた？
湯たんぽを選
たんぽを選んだあなたは「
んだあなたは「愛情を
愛情を集める平和主義
める平和主義「
平和主義「緑」」
あなたの今のオーラは「緑」です。心は落ち着いていて、とても平和的。周囲の事でも自分の事でも今は、何でも心から喜ぶことができ、最高の幸福感に包まれてい
るでしょう。「緑」のオーラを持った人は争いを嫌うために、「赤」のオーラを避けようとします。「赤」は争いだけではなく、ハツラツと沸いてくる元気や熱い情熱を象徴す
るものでもあります。あなたに必要なのは「赤」のエネルギーと言っても良いでしょう！「緑」「赤」を程好く持ち合わせると、”落ち着きと平和を愛する気持ち＋平和を保
つための生命力”となるでしょう。

薬類など
薬類など、
など、救急用品一式を
救急用品一式を選んだあなたは「
んだあなたは「命を感じさせる「
じさせる「赤」」
あなたの今のオーラは「赤」です。常に熱っぽく落ち着きがない状態です。今のあなたの思考は常に起こることをジャッジしているような状態です。賛成／反対の主張が
激しく、血の気が多い事を象徴します。しかし、内側から沸いてくる情熱や生命力など「赤」は命の色でもあるのです。あなたに今必要なのは、平等性や平和を愛す
る事、生命の循環を意味する「緑」です。「赤」が持つ強い生命力や情熱、元気に、「緑」が持つ平和を愛する心や道徳心、または平等性を備えもつと、とてもバラ
ンスの良い心の状態になります。

ホットレモン・生姜湯
ホットレモン・生姜湯の
んだあなたは「冷静さや
冷静さや、
きの「青」」
生姜湯の元を選んだあなたは「
さや、落ち着きの「
あなたの今のオーラは「青」です。冷静で落ち着きのある状態。まさに、真っ青な海で波の立たず、凪いでいて、永遠に「青」の続くような心の状態と言っても良いでし
ょう。ただ、そこには、クールな印象とキリリと筋の通った自立心や独立心も表しています。周囲に比べると単独行動が多く、友達が寂しい思いをしているのでは？あ
なたに必要なのは「橙」。情熱や燃え盛るエネルギーではないものの、太陽のように、大きく広範囲を明るく照らす温かさ・・・今のあなたには、協調性やちょっとした遊
び心などが必要なのかも☆

箱いっぱいの野菜
いっぱいの野菜を
野菜を選んだあなたは「
んだあなたは「包み込む広い大地のような
大地のような「
のような「茶色」」
茶色」」
あなたの今のオーラは「茶」です。茶色の家具などから温かみを感じられるように、「茶」からは真心や温和な感じや包み込む広い大地のような心を感じることができ
るしょう。しかし、大地のみでは大地は存在しないのです☆生命の「緑」が栄え、水に恵まれ「青」のエネルギーで潤される事が必要♪もしかすると、今は対人関係な
どに疲れて、心がすこし乾いているのかもしれません。潤いを持った海のような「青」と平和さの中から、生み続けられる生命力の「緑」を合わせ持つとより良いでしょ
う。温かみに安心感が増します。

にチェックを入れて下さい。
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