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前回の放送後〝声が小さく聞き取りづらい〟という周囲
からのバッシングをふまえ、生放送に挑んだ社長
ラジオから聞こえてくる社長の声・・・・・
聞いているこちらも力が入ってしまいました
おっと、前回より慣れてい～る
ハッピーう～たん！のホームページから聴けます
良かったら聴いてみて下さい

T シャツの首
シャツの首が伸びない洗濯方法
びない洗濯方法
T シャツの首部分を輪
輪ゴムで少しきつい目に留めてから洗
ゴム
濯機に入れます。干す時は輪ゴムを外し、２つ折にして首
を下に向け竿にかけます。Ｔシャツは、細い糸を細かく編
みこんで作られている為、洗濯機の水流に揉まれると、の
びた所が元に戻らなくなってしまうのを輪ゴムで固定し、
守っているのです。ソックス、パンツ等ゴムの部分にも効果
有りです。

黒のＴシャツが色
シャツが色あせてしまった時
あせてしまった時は

黒の木綿の T シャツなどは、洗濯をする度に白っぽく色あ
せてきます。木綿素材の黒を復活させるには、ビール
ビールを使
ビール
います。最後のすすぎの時にビールを入れて、しばらく浸し
ます。そして脱水、乾燥させれば不思議と黒が復活しま
す。

平成 22 年 7 月、南極・北極科学館がオープンしました。
南極で撮影した実際のオーロラ写真を動画にした「オーロラシ
アター」があり、直径 4m のドーム形スクリーンで、天頂から緑がか
った光が降り注ぐ。
CG 加工ではなく、360 度撮れる魚眼レンズのカメラで撮ったオー
ロラを数百～千枚の静止画を重ねて作ったそうです。
国立極地研究所 南極・北極科学館
東京都立川市緑町 10-3 TEL：042-512-0910
開館日時：毎週火曜日～土曜日
10:00 ～ 17:00（最終入館 16:30）
休館日：日曜日、祝日、月曜日
※年末年始 12 月 28 日 ～ 1 月 4 日
入場料：無料
○JR 立川駅北口から徒歩でおよそ 25 分
○多摩モノレール
立川北駅→１駅目・高松駅下車、徒歩 10 分

浴室用インプラス
浴室用インプラス

防音・断熱内窓

トステム

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
にチェックを入れて下さい。
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の乾 燥 す る季 節 です。
部屋 の空気 がこもり がちな ので、換気 に心がけ、暖房 による結露 に注意 し て下 さ い。

収録ではなく、生放送

季 節 のお手 入 れ 【
① ・② 月】

そして 2011 年 1 月 17 日、FM 西東京のハッピーう～たん！さんから耐震についてのお話を
聞かせて下さい・・・と社長がオファーを受けたのです

•・空気

1995 年 1 月 17 日、阪神・淡路大震災が起こりました。
毎年 1 月 17 日はテレビもラジオも防災について考える特集が放送されています

冬 の浴室 にはコレ！

捏捏捏捏 ねねねね屋屋屋屋（こねや）
】
ハウジ ング用語 【

左官塗 り で使 う土 や、瓦屋根 に葺 く土を捏 ねる職 人。昔 は、捏 ねる専 門 の職 人 が いた が、今 では左官屋 が機械 で捏 ね ている。
瓦屋 はビ ニール袋 には いった既製 品 の土を使 う ので、も はや捏 ねる必要 はな い。

「「「「
浴室用 イ ンプ ラ ス」」」」はヒート ショックを軽 減 し て思 わ ぬ事 故 を未 然 に
防 いでくれます。
ま たブ ライ ンドイ ンタイプ は、浴室 が隣 の家 や公道 に面 し て いる と
いった場合 にプ ライバ シーを守 ってくれます。外 から の視線 を遮 り、安
心で快適 なバ スタイ ムを実 現 します。

『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┰

目に焼き付けると見
けると見えてくる神々
えてくる神々しい
神々しい人物
しい人物/
人物/ 目の錯覚

ネットで見つけた様々なニュースをご紹介します

安藤美姫の
安藤美姫の写真が
写真が放送禁止レベルと
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ジャムおじさんとバタコさんは人間
ジャムおじさんとバタコさんは人間じゃないことが
人間じゃないことが判明
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目に焼き付けると見
けると見えてくる神々
えてくる神々しい
神々しい人物
しい人物
安藤美姫の
安藤美姫の写真が
写真が放送禁止レベルと
放送禁止レベルと話題
レベルと話題
ロシアのモスクワで行われたフィギュアスケートのグランプリシリーズで、時事通信
に掲載された女子ショートプログラムで演技する安藤美姫選手の写真がひどす
ぎると話題になっている。
これにネットでは、「想像の遥か上を行っていた」「さすがにかわいそう」「これはマジ
で酷い…」「凄い頑張ってる年頃の女の子にコレはねぇだろ」「本気でムカつくし
悲しくなるわ」「産経と張り合わんでも…」「産経は抗議殺到したみたいで写真を
すぐ削除したけど時事はどうなるか」などといった声が寄せられている。
大手新聞社の知人によるとジャーナリズムから、フォトショなどで加工はせず、あり
のままの写真を使う。そのようなことから、こういったちょっと酷いと思われてしまう
ような写真も掲載されてしまうよう。
時間さえあれば、もっとしっかりとした表情なりの写真をアップできるが、「これはち
ょっとかわいそうだったかな」と振り返ることもあるそうだ。

一見アートのように見える 1 枚のモノクロ画像。これだけではいったい何の絵かわからない。でも、わかるんです。じーっ
と見ているとわかるのです。見たいですか？ 見たいですよね。どうしても見たいという方は次の通りにしてください。
まず、目をつむり頭に片手を乗せます。次に、立ち上がって特別なステップを踏みます。右に 2 回、左に 2 回。これを
続けながらパソコンの回りをグルグル回ります。気分が乗ってきたら、口の前で頭に乗せていないもう片方の手をパ
タパタさせ「あわわ～」などと叫びます。
息が少し上がってきたら、踊りを止めて今度は画像に向かってお祈りをします。「今夜はハンバーグが食べたいなぁ」
など、とにかくなんでも良いので呪文を繰り返します。集中して！ ここが疎かになると正体が見えにくくなるので、
念入りに丁寧につぶやき続けましょう。
次に目をしっかりと見開きます。これでもかというほど、「カッ！」と目を開けてください。さらに目の玉をぐるりと 2 回
ほどまわして軽い運動をします。
準備ができたら、この絵を 30 秒ほど見つめてください。ジー……っと瞬きひとつせずに。ここで瞬きをすると、最初の
踊りからやり直さなくてはならないので気を付けましょう。
ずーっと見ていると、イラストがぼんやりと浮き上がってくるような錯覚を起こすのですが、そうなったら目をぎゅっと閉
じてください。ぎゅーっとですよ。先ほどのわけのわからない踊りやお祈りのことは完全に忘れて無心になり心を静め、
目の裏にボンヤリと見えてくるイラストの残像をご覧ください。
どうです？ 見えましたか？ 神々しいイエス・キリストが！ え？ 儀式のくだりは不要ではないか？
記者が適当にあみ出した集中力を高める儀式に最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
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「アンパンマン」に登場するジャムおじさんやバタコさんが、“人間ではない”と公式サイトが答えたことで
ちょっとした話題となっている。
チビッ子たちに絶大な人気のテレビアニメーション『アンパンマン』。アンパンマンや食パンマン、そして動物
たちや人間たちが仲良く暮らしているアンパンマンワールドが舞台です。……と言いたいところですが、実は
アンパンマンワールドに人間は存在しないらしいのです。
軟水のはなし
軟水のはなし

ジャムおじさんもバタコさんも人間でしょ？ という疑問がわいてくるのですが、実はふたりとも人間じゃなか
ったのです！ これはアンパンマン公式サイトがはっきりと明言していることで、「ジャムおじさんとバタコさん
以外、人間はいますか？」という視聴者の質問に、「アンパンマンワールドに人間はいません。
ジャムおじさんとバタコさんも人間の姿をしていますが、妖精なんです」と返答しています。
なんと、ジャムおじさんとバタコさんは妖精だったんですね。見た目はどう考えても人間そのものですが……。

キリストを見る
まともなやり方はコチラ
①この絵の真ん中にある４つの点を
15 秒見てください。
②壁などの白い場所を見てください。
キリストが浮かび上がります。
③さらに瞬きをしてください。
キリストが天に向かって上がって行きます。

