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『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┰

水槽の
水槽の置き場所
棚などの上に置くのではなく、出来る事なら床に置く。水槽が倒れなかったとしても、大きな揺れの場合は中の水が外
に出てくる事もあるので、水槽の周りに濡れて困るような物を置かないというのも大切です。
固定／
水槽の
棚の固定
／水槽
の固定
棚自体に転倒防止の対策を施し、揺れで水槽が落ちないように水槽自体の固定をすることも大事です。
耐震パットを
パットを敷
耐震
パットを
敷く
水槽と下に耐震パットを敷くと効果的です。耐震パットは四隅に置くのではなく、前面に敷きましょう。

■主な特徴
◆転倒時の衝撃吸収性能を持った直貼りフローリング
◆歩行感がよく、疲れにくい
◆車イスやキャスターなどに強い
◆油や汚れ、すり傷や摩擦に強くお手入れ簡単
家庭内における不慮の救急事故の約半数を転倒が占めており、その発生場所は居室と廊下が約 80％と
大多数を占めています。転倒しやすい環境として「つまずきやすさ」や「滑りやすさ」があり、予防策として段
差の解消・手摺の設置などの予防対策はできますが、万一、転倒したとしてケガをしにくい床の設置が必
要といえます。
転倒時にかかる荷重を特殊加工を施した基材と特殊緩衝材が吸収し、衝撃を緩和します。
また、適度な硬さの特殊緩衝材を使用しているため、歩行感も良好で、自宅のフローリングそのままの住
み心地を得ることができます。表面化粧材には厚みのある EB 硬質フィルムの採用で、凹み傷が目立たず表
面が割れることなくキャスター付き家具や車イスなどが使用できます。
また、食器や缶などを落とした時にできる凹み傷にも強さを発揮します。

アクリルの水槽
アクリルの水槽を
水槽を選ぶ
ガラス製の水槽の場合、ガラスが割れて飛び散るだけでも
怪我をしてしまう恐れがあります。
ガラスの場合は飛散防止シートを張っておくといいです。

テレビの静電気
テレビの静電気を
静電気を抑える方法
える方法
方法
テレビの画面は、静電気が発生し、どうしてもほこりを
引き寄せてしまいます。そんな時はリンス
リンスが便利です。
リンス
リンスを水に溶かし画面を拭いてやると、静電気の予
防になります。

ポットの水垢
ポットの水垢を
水垢を取る方法
方法
ポットの内側にこびりついた水垢をとるには酢を使いま
す。10 倍くらいに薄めた酢
酢水を入れて沸騰させ、1 時
間くらい置いておきましょう。そして、新しい水をいれて
再度沸騰させれば、酢の臭いも消えます。

アイロンの
アイロンの底の焦げ付きを取
きを取る方法
方法
アイロンの底が焦げ付いて、すべりが悪くなった時は、
新聞紙などの上に塩
塩をまき、アイロンの底をこすりつけ
るように動かすと、きれいに取れます。

火災の
火災の防止
水槽のサーモスタットが空焚きにならないよう空焚き防止機
能の付いたヒーターが搭載されているものがいいです。水槽の
中に蛍光灯やポンプが落ちてショートし、漏電しないように
漏電ブレーカーを使用するといいです。
水位センサーの
センサーの設置
水位
センサーの
設置
水位センサーで電源を一括管理し、水位が変わったら自動
的に装置が止まるような設置をしておくのもおすすめです。
水槽の
での津波
水槽
の中での
津波
大きな周期で揺れると水槽の中は津波が起ったようになり
ます。水位を 2／3 に減らしたり、水槽の上部を覆ってしまう
方法が考えられます、完全に覆うのは現実的ではないので、
水槽の縁から 5 ㎝以上内側にアクリル素材などで囲ってや
ります。開口が狭くなるため多少メンテナンスは不便になり
ますが効果はあると思います。
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季 節 のお手 入 れ 【
５月】

余震が続くことや計画停電などで、泣く泣く手放す人達が増えているそうです
そんな中、実家に帰ると水槽の中で熱帯魚が泳いでいるではありませんか
「何でこんな時に熱帯魚なの？」と聞くと「こんな時こそ癒しだよ…」と言う、のんきな親
我が家のニャンコ達も水槽の中で泳ぐ熱帯魚に興味津々です
今後発生するかもしれない地震に備えて、地震時の水槽対策について調べてみました

転倒時の
転倒時の安全性に
安全性に配慮しているので
配慮しているので、
しているので、
特に高齢者や
高齢者やお子様にオススメです
子様にオススメです。
にオススメです。
梅
排水 口や溜 め桝 の掃除 を しま しょう。
• 雨 に備 え て、
こ
壁紙 のは がれ や塗装 のは がれ がありま したら直 す のに良 い時 期 です。
• の季 節 は湿度 が低 いため、

柱 や梁 の出隅 に面木 を いれず にコンクリートを打設 し、面を とらな いでシャープ な角 を だす こと。

ピ ン角 （ぴんかく）
】
ハウジ ング用語 【

地震以降、熱帯魚を手放す人達がいるとニュースで見ました

TEL 042-424-1449 FAX 042-424-1446
E-mail info@suzukijyuuken.com
ホームページ http://www.suzukijyuuken.com/

ネットで見つけた様々なニュースをご紹介します

あなたの人生
あなたの人生を
人生を変える 10 の事実

10 人中 9 人が勘違いしていること
勘違いしていること

この世の中には、知っておきたい情報もあれば、知らないほうがよかった情報もある。
また一方で、知っていても知らなくてもどちらでもよい、割とどうでもいい情報もある。
今回は、海外サイトに紹介されていた「あなたの人生を変える 10 の事実」をご紹介します。

先入観や思い込みで、物事を誤って認識していることは誰にでもありがち。
誰もが勘違いしている常識にはどんなものがあるのか。
「10 人中 9 人が勘違いしていることは」と題され、掲示板上で話題になっているのでご紹介します。

『あなたの人生
あなたの人生を
人生を変える 10 の事実』
事実』
その 1：ドナルドダックの本名は、ドナルド・フォントルロイ・ダックである。
その 2：キリンは、自分の舌で耳を掃除することができる。
その 3：世界にある何百万もの木々は、リスが木の実などのエサを地中に
埋めることにより発芽したもの。しかもリスは、そのエサのことを忘れている。
その 4：眠い時にコーヒーを飲むよりも、リンゴを食べた方が目が覚める。
その 5：青い歯ブラシの方が、赤い歯ブラシよりも人気。
その 6：誰も自分の肘を舐めることはできない。
その 7：ブタは日焼けする。
その 8：右利きは、左利きよりも平均して 9 年長生きする。
その 9：日中よく笑うと、夜グッスリ眠れる。

『10 人中 9 人が勘違いしていること
勘違いしていること』
いしていること』
その 1：イナバウアーは仰け反るのがイナバウアーではない。
足を前後に開き、つま先を 180 度開いて真横に滑る技である
その 2：有吉弘行の名前の読み方「ひろゆき」ではなく「ひろいき」
その 3：ジェイソンはチェーンソーを使ったことがない
その 4：手持ち花火の先端の紙を燃やして、火薬に引火させるのは誤り。
紙をちぎり取ってから着火する
その 5：猫がしっぽを振るのは喜んでいるときではない
その 6：「チゲ鍋」、「サルサソース」を訳すと、それぞれ「鍋鍋」「ソースソース」の意味
その 7：「飛べない豚はただの豚」は誤り。正確には「飛ばない豚はただの豚」
その 8：ナポレオンは 3 時間睡眠ではない。実は昼寝をしていた
その 9：アメリカ大陸を発見したのはコロンブスではなくアメリゴ・ベスプッチ
その 10：
10：バカボンのパパの鼻毛は実はひげ
その 11：
11：鮭は赤身魚ではなく白身魚

その 10：
10：この記事を読んだ人の 75％は、自分の肘を舐めようとした。
以上 10 選。本当に人生が変わるのかは、あなた次第である

この項目の中だけでも、「えっ、そうだったの？」なんて本当の意味や内容を初めて知って驚いた方もい
るでしょう。良く調べないで、“したり顔” で話していると恥ずかしい思いをするかもしれません。
くれぐれもご注意を！
軟水のはなし
軟水のはなし

