1 頭のメスのホッキョクグマが連続 9 日 間、
687 キロ泳いだそうです。687 キロといえば
東 京－函館間の直線距離に相当します。
記録的な距離を泳いだ背景 には地球温暖化に
より海氷が減少しているため、陸地や海氷を求
め長い距離を泳いで移動せざる得ないとされ
ています。
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季 節 のお手 入 れ 【
⑫ 月】

ＰＯＩＮＴ１
ＰＯＩＮＴ１ 施工が
施工が簡単
ローラー、刷毛及びエアレスガン等の汎用塗装用具で簡単に塗布できます。3kg で 6 ㎡塗れます。
ＰＯＩＮＴ２
ＯＩＮＴ２ クリーンな塗材
クリーンな塗材
F☆☆☆☆の取得はもちろん、160℃に加熱しても、カシヌールからは TVOC（総揮発性有機化合物）は、
検出下限値未満となっています。
ＰＯＩＮＴ３
ＰＯＩＮＴ３ 優れた環境浄化機能
れた環境浄化機能
VOC 吸着除去、調湿、抗菌、消臭、防カビ、防火（不燃）二酸化炭素の固定等カシヌール自体優れ
た機能を持っています。（カシヌールパワー（*））。

ＰＯＩＮＴ４
ＰＯＩＮＴ４ リフォームにも適用
リフォームにも適用
新築は、もちろん既存の塗膜、壁紙、クロス等の上からも塗布できます。
ＰＯＩＮＴ５
ＰＯＩＮＴ５ 色はホワイトを含
はホワイトを含めて６
めて６色
特注色は、6 袋/箱×15 ケース以上のロットがまとまれば承ります。
（特注色の色調はつきましては、相談させていただく場合があります。）

消 石灰、砂、スサ、
海苔 な どいれ て、水 で練 ったも の。

レッツ！
レッツ！カシヌール〝
カシヌール〝DIY 編〟クロスを剥
クロスを剥がさずにリフォーム
ネットでもご覧になれますが、
ご希望の方には PDF を
郵送させて頂きます！
現在ウクライナの 19 歳の美少女アナスタシヤ・シパジナさんが
世界中で話題になっています。
なぜ、彼女がここまで話題になっているかというとそれは彼女の
見た目にあります。

クレヨンを落
クレヨンを落とす方法
とす方法
柱や壁についたクレヨンを落とすには、アイロン
アイロンを使います。
アイロン
あて布をし低温でアイロンをあてクレヨンを溶かします。
溶けたクレヨンをクレンザーなどでふけばきれいに取れます。

アナスタシヤ・シパジナさんは、日本のアニメキャラが大好きと
いう事で自身の見た目を限りなくアニメに近づけています。
公開された写真は大きな瞳に通った鼻筋、小ぶりな口、大きな胸、

厄介な
厄介な汚れを落
れを落とす方法
とす方法

細すぎる腰、とどこからどこまでも完璧に追求しています。

子供が壁に落書きをしてしまった時は、取れないとあきらめて

美を求める女性を嫌いな人は少ないとは思いますが、アナスタシ

しまう方が多いと思います。
ヤ・シパジナさん程追求してしまうと、若干不気味とも思えるか

カシヌール SOFT

漆喰

㈱樫野

誰でもできる
わが家
家の耐震診断
わが

耐震

国土交通省住宅局

住宅リフォーム
住宅リフォーム支援制度
リフォーム支援制度
ガイドブック

減税・補助・融資を利用した
賢いリフォーム方法をご紹介

国土交通省住宅局

耐震の
耐震の教科書

読んで良くわかる
耐震改修についての小冊子

リフォーム産業新聞社

そんな方は、ダメもとでヘヤースプレー
ヘヤースプレーを多めに吹き付けて見ま
ヘヤースプレー
もしれません。

しょう。そして乾けば雑巾で拭き取るだけ。ダメもとでやってみる
価値は十分にあります。

油性ペンの
油性ペンの汚
ペンの汚れを落
れを落とす方法
とす方法
子供の落書きなどで、油性ペンの汚れがついてしまった時は、
水が染み込まない材質の物に限り、除光液で取る事ができま
す。又、水性
水性ペン
水性ペンで上からなぞり、すぐに濡れて雑巾で拭いてや
ペン
ると取る事もできます。

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：info@suzukijyuuken.com

大
各部 の点検 をあわ せて行 ってくださ い。前 もって計 画を た てておくと、スムーズ に いくでしょう。
• 掃除 は、

漆喰 （しっく い）
】
ハウジ ング用語 【

刷毛やローラーでどなたでも簡単に施工できるカシヌール SOFT はシックハウスの原因 VOC を吸着除去。
明治 6 年から石灰を製造している「樫野」が産んだ塗布型漆喰です。
万一の火災時にも不燃だから、新築にリフォームに、安心施工ができます。

シロクマ編
シロクマ編
以前放送していたお笑い番組、リチャードホールで出てくる「パンダＰ」というコント。
アンタッチャブルの柴田がパンダＰになって、動物のうんちくを話しまくるというコント。
そんな柴田のブログの中から動物うんちくネタをご紹介します★

白くまの毛ってあれ本当は白じゃなくて、透明
透明なんですねー。
透明
しかも中が空洞で、ストローのようになってんだよ。
何故か？それは水に浮くためや、空洞にすることで、保温効果もうむらしいんだなぁー。
俗に言 う、進化ですよ。 えらいねー白くま君。
そして、その透明の毛を刈ってしまった場合、皮膚はどうなっているか？
そう、白くまって言 うくらいだから、当然皮膚の色は、真 っ黒 だね。

サイ編
サイ編
サイって何かもう恐竜だよね。思わない？
でかい奴だと高さが 2ｍ超えるんだって。
さらに角 でしょ。まいっちゃうぜ本当。
しかもあれ、角 かと思ったら、『ヒゲ』だって

バカか！！
バカか！！
発想がバカだよ。痛い可能性あるよ。
実際、列車に突っ込んで死んでしまった、なんて話あるしね・・・つーか

ん～黒 かい！！
かい！！
黒 かよ。白じゃねーの？ じゃ毛も黒 でいいじゃんかよ。
あっそうか保護色か。 たしか、白くまの外敵わぁ、え～～～・・・
いねーよ！
いねーよ！

ほんとかよ！！
ほんとかよ！！
いやあれヒゲなんだよ。
ヒゲが固まって、ああなってんだよね。
自 分の縄張りを持つために、威嚇の道具 として、出来たらしい。
つまり進化ですよ。そこで一言 。
進化すんなら
進化すんなら角
すんなら角 はえろ！！
はえろ！！
遠回り遠回り！
骨のほうがかてーのによ。
「ヒゲまとめて固めてみたんだけど、どう？」だって
ダメに決
ダメに決まってんじゃねーか！
まってんじゃねーか！
何言 ってやがんだよ。

列車は
列車 は判れよ！！
れよ！！
お前それはダメだぞ。
列車に勝てるかどうかぐらい、判んねーかな？
「あれは、硬かったっすねー」じゃねーぞ！本当！

お前外敵いねーじゃねーかよ！
何だよ？なんで白いんだよ？

地上最大の肉食、とか言 われてんのお前だよな？

あっわかった。逆に、獲物に見 つからないためか？
だから、少しでも近づけるように白いんだな。

そうだろ。お前、なかなか獲物見 つけらんないんだろ。

因みに、目 が悪いから、鼻がよく利き、耳がラッパの様な形に進化した。
だって

図鑑、図鑑。 なになに････
「北極ぐまは、獲物のアザラシを 30 キロ先から見 つけられる。」ほらなっ。

目 ーなおせ！！
ーなおせ！！

ほらなじゃねーよ！！
ほらなじゃねーよ！！

進化する力で治せたんじゃねーのかよ！
どこかで補わないで治せよ。
そこらへんズレてんだよなぁー。

必死かよほんとによー。そんな遠くから見 つけてもあんま意味無くないか？
30 キロ移動してたら、そこにはもう居ないだろ。
いや、「どーしても」って言 うなら止めないけどさ。

いやー。サイ良 さそうだねぇー。ドンドンいこうか

不便だね、とか思ってたら、夜行性なんです。だって

あっもしかして、冬眠もしないから、食い続けないと死んでしまうのか？
よーし調べてみようか。えーなになに「アザラシ無しでも半年生きる」だって

サイって皮膚が鎧みたいに堅いんだよ。
猛獣に引っかかれても、ダメージはあまり無いんだって。
すげーなぁー。

見 えんのかよ！！
えんのかよ！！

なんだてめぇー！！
なんだてめぇー！！

お前が、見 えねーつーから気にしてりゃなんだそりゃ！

さっきからいくつ裏切りゃ気が済むんだよ。ピタッとこねー奴だな。

だけどサイは、そんな鎧に砂かけんだよ。何でか知ってる。
正解は、虫に刺されないように。だって

「いや耳が良 いんで。」だって

お前本当は北極苦手なんじゃないの？
大体よぉー、泳ぎが得意ってよー、どんくらい泳ぐわけ 1 キロ 2 キロは楽に泳ぐんだろーな？

なんだそりゃ！！
なんだそりゃ！！

やかましいわ！！
やかましいわ！！

なになに････「60 キロは泳げます」だって

そんなにいーだ
そんなにいーだろ
いーだろ！！

軟水のはなし
軟水のはなし

どんな虫も猛獣ほど、威力ないつーの。
なにより、虫にさされたって、いーじゃんんかよ。
何に恐怖心抱いてんだよ全く。
あとサイは、目 がめちゃくちゃ悪い。
だから、敵がいたらとりあえず突進して、ぶつかってから、
なんだったか考える。だって

最後にシロサイが白くないのは、
ほかの種類のサイより、口 が横に広く、
『ワイド』が変化して『ホワイト』になり
シロサイとなったんだよ。
これサイの常識。

つーか泳
泳ぎは裏切
ぎは裏切んないのかよ！
んないのかよ！
そこは 100 メートルしか泳げない。でいいんだよ！
そこに俺が突っこむんじゃないの？空気読めよ、コノヤロー！
「足 の裏に毛が生えてるから、氷の上もすべらない」だって
やかましいわ！！
やかましいわ！！

