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インテリア感覚でインテリア感覚でインテリア感覚でインテリア感覚で

パンチくんなら筋交いや合板を使わず、風や光を通す補強材を使用し、

開放的な空間のまま耐震リフォームが可能です。

インテリア感覚でしっかりと耐震リフォームができ、おしゃれで安全な住空間を

実現します。

せん断補強金物を柱頭・柱脚に設置し、各部材を専用ビスで取り付けるだけの

為仕上げ工事が不要で、リフォームに最適です。

    

    

    

2 月 14 日は言わずと知れた、「バレンタインデー」ですね。

「バレンタインデー」の「バレンタイン」とは、キリスト教司祭の名前だということを、ご存知でしたか？

そして「バレンタインデー」とは、バレンタインの命日なのです。

3 世紀のローマで、戦争により結婚を禁じられた若者を哀れに思い、キリスト教司祭のバレンタインは、こっそり結婚さ

せていたのです。そのことが皇帝にばれてしまい、バレンタインは、⻄暦

ちなみに、

では、⼥性が男性にチョコレートを渡すという、独⾃の習慣ができました。

すっかり⽇本では「バレンタインデー」の由来が忘れ去られていますが、今⼀度本来の意味を意識して、性別などに関係

なく、大好きな人に感謝の気持ちを伝えてみたり、チョコレートに限定せずに、素敵なプレゼントを贈ってみるのもいい

かもしれませんね

 

節分と⾔えば、その年の恵⽅を向いて恵⽅巻を丸かじりし

その方位（恵方）には、

などと言われていますが、そういった節分の由来や意味はどんなところから来ているのでしょうか。

昔、中国では⼤晦⽇に「追儺（ついな）」と⾔われる邪気や疫病を払うための⾏事が⾏われていました。

これが奈良時代、⽇本に伝わり平安時代

を⾏ないそのひとつに「⾖打」があるという形になっていたようです。

⾖は「魔滅」に通じ、⻤に⾖をぶつけ、邪気を追い払い⼀年の

⼀般庶⺠に現在の【⾖まき】という形で広まったのは江⼾時代頃と⾔われています。

恵方とは歳徳神の在する方位

です。 

その⽅角に向かって事を⾏えば万事に吉とされていてこの歳徳神は、毎年いらっしゃる⽅位が違います。

さて、この恵⽅に向かって恵⽅巻を⾷べるのは関⻄地⽅の習わしで、

で全国に広まったようです。

恵⽅巻（巻きずし）をその年の恵⽅（⽅

を切らないため」と⾔う

今年の恵⽅は『

 

 

 

インテリア感覚でインテリア感覚でインテリア感覚でインテリア感覚で耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です

パンチくんなら筋交いや合板を使わず、風や光を通す補強材を使用し、

開放的な空間のまま耐震リフォームが可能です。

インテリア感覚でしっかりと耐震リフォームができ、おしゃれで安全な住空間を

実現します。 

せん断補強金物を柱頭・柱脚に設置し、各部材を専用ビスで取り付けるだけの

工事が不要で、リフォームに最適です。

日は言わずと知れた、「バレンタインデー」ですね。

「バレンタインデー」の「バレンタイン」とは、キリスト教司祭の名前だということを、ご存知でしたか？

そして「バレンタインデー」とは、バレンタインの命日なのです。

世紀のローマで、戦争により結婚を禁じられた若者を哀れに思い、キリスト教司祭のバレンタインは、こっそり結婚さ

せていたのです。そのことが皇帝にばれてしまい、バレンタインは、⻄暦

ちなみに、1958 年に某チョコレート業者が、バレンタインデーに、キャンペーンを⾏ったことがきっかけとなり、⽇本

では、⼥性が男性にチョコレートを渡すという、独⾃の習慣ができました。

すっかり⽇本では「バレンタインデー」の由来が忘れ去られていますが、今⼀度本来の意味を意識して、性別などに関係

なく、大好きな人に感謝の気持ちを伝えてみたり、チョコレートに限定せずに、素敵なプレゼントを贈ってみるのもいい

かもしれませんね。 

節分と⾔えば、その年の恵⽅を向いて恵⽅巻を丸かじりし

その方位（恵方）には、

などと言われていますが、そういった節分の由来や意味はどんなところから来ているのでしょうか。

昔、中国では⼤晦⽇に「追儺（ついな）」と⾔われる邪気や疫病を払うための⾏事が⾏われていました。

これが奈良時代、⽇本に伝わり平安時代

を⾏ないそのひとつに「⾖打」があるという形になっていたようです。

⾖は「魔滅」に通じ、⻤に⾖をぶつけ、邪気を追い払い⼀年の

⼀般庶⺠に現在の【⾖まき】という形で広まったのは江⼾時代頃と⾔われています。

恵方とは歳徳神の在する方位

その⽅角に向かって事を⾏えば万事に吉とされていてこの歳徳神は、毎年いらっしゃる⽅位が違います。

さて、この恵⽅に向かって恵⽅巻を⾷べるのは関⻄地⽅の習わしで、

で全国に広まったようです。

恵⽅巻（巻きずし）をその年の恵⽅（⽅

を切らないため」と⾔う

今年の恵⽅は『

 

 

 

耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です

パンチくんなら筋交いや合板を使わず、風や光を通す補強材を使用し、

開放的な空間のまま耐震リフォームが可能です。

インテリア感覚でしっかりと耐震リフォームができ、おしゃれで安全な住空間を

せん断補強金物を柱頭・柱脚に設置し、各部材を専用ビスで取り付けるだけの

工事が不要で、リフォームに最適です。

日は言わずと知れた、「バレンタインデー」ですね。

「バレンタインデー」の「バレンタイン」とは、キリスト教司祭の名前だということを、ご存知でしたか？

そして「バレンタインデー」とは、バレンタインの命日なのです。

世紀のローマで、戦争により結婚を禁じられた若者を哀れに思い、キリスト教司祭のバレンタインは、こっそり結婚さ

せていたのです。そのことが皇帝にばれてしまい、バレンタインは、⻄暦

年に某チョコレート業者が、バレンタインデーに、キャンペーンを⾏ったことがきっかけとなり、⽇本

では、⼥性が男性にチョコレートを渡すという、独⾃の習慣ができました。

すっかり⽇本では「バレンタインデー」の由来が忘れ去られていますが、今⼀度本来の意味を意識して、性別などに関係

なく、大好きな人に感謝の気持ちを伝えてみたり、チョコレートに限定せずに、素敵なプレゼントを贈ってみるのもいい

 

節分と⾔えば、その年の恵⽅を向いて恵⽅巻を丸かじりし

その方位（恵方）には、「歳徳神（としとくじん）」がいらっしゃって恵方に向かって恵方巻を食べれば、願い事が叶う！？

などと言われていますが、そういった節分の由来や意味はどんなところから来ているのでしょうか。

昔、中国では⼤晦⽇に「追儺（ついな）」と⾔われる邪気や疫病を払うための⾏事が⾏われていました。

これが奈良時代、⽇本に伝わり平安時代

を⾏ないそのひとつに「⾖打」があるという形になっていたようです。

⾖は「魔滅」に通じ、⻤に⾖をぶつけ、邪気を追い払い⼀年の

⼀般庶⺠に現在の【⾖まき】という形で広まったのは江⼾時代頃と⾔われています。

恵方とは歳徳神の在する方位のことを⾔い、歳徳神とは、陰陽道でその年の福徳を司る神様と⾔われている年神様のこと

その⽅角に向かって事を⾏えば万事に吉とされていてこの歳徳神は、毎年いらっしゃる⽅位が違います。

さて、この恵⽅に向かって恵⽅巻を⾷べるのは関⻄地⽅の習わしで、

で全国に広まったようです。 

恵⽅巻（巻きずし）をその年の恵⽅（⽅

を切らないため」と⾔う縁起担ぎらしいのですが･･･

今年の恵⽅は『南南東』

 

 

 

耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です

パンチくんなら筋交いや合板を使わず、風や光を通す補強材を使用し、

開放的な空間のまま耐震リフォームが可能です。

インテリア感覚でしっかりと耐震リフォームができ、おしゃれで安全な住空間を

せん断補強金物を柱頭・柱脚に設置し、各部材を専用ビスで取り付けるだけの

工事が不要で、リフォームに最適です。 

日は言わずと知れた、「バレンタインデー」ですね。

「バレンタインデー」の「バレンタイン」とは、キリスト教司祭の名前だということを、ご存知でしたか？

そして「バレンタインデー」とは、バレンタインの命日なのです。

世紀のローマで、戦争により結婚を禁じられた若者を哀れに思い、キリスト教司祭のバレンタインは、こっそり結婚さ

せていたのです。そのことが皇帝にばれてしまい、バレンタインは、⻄暦

年に某チョコレート業者が、バレンタインデーに、キャンペーンを⾏ったことがきっかけとなり、⽇本

では、⼥性が男性にチョコレートを渡すという、独⾃の習慣ができました。

すっかり⽇本では「バレンタインデー」の由来が忘れ去られていますが、今⼀度本来の意味を意識して、性別などに関係

なく、大好きな人に感謝の気持ちを伝えてみたり、チョコレートに限定せずに、素敵なプレゼントを贈ってみるのもいい

節分と⾔えば、その年の恵⽅を向いて恵⽅巻を丸かじりし

「歳徳神（としとくじん）」がいらっしゃって恵方に向かって恵方巻を食べれば、願い事が叶う！？

などと言われていますが、そういった節分の由来や意味はどんなところから来ているのでしょうか。

昔、中国では⼤晦⽇に「追儺（ついな）」と⾔われる邪気や疫病を払うための⾏事が⾏われていました。

これが奈良時代、⽇本に伝わり平安時代 宮中では⼤晦⽇の⾏事として⾏われるようになりますが、やがて節分に「追儺」

を⾏ないそのひとつに「⾖打」があるという形になっていたようです。

⾖は「魔滅」に通じ、⻤に⾖をぶつけ、邪気を追い払い⼀年の

⼀般庶⺠に現在の【⾖まき】という形で広まったのは江⼾時代頃と⾔われています。

のことを⾔い、歳徳神とは、陰陽道でその年の福徳を司る神様と⾔われている年神様のこと

その⽅角に向かって事を⾏えば万事に吉とされていてこの歳徳神は、毎年いらっしゃる⽅位が違います。

さて、この恵⽅に向かって恵⽅巻を⾷べるのは関⻄地⽅の習わしで、

恵⽅巻（巻きずし）をその年の恵⽅（⽅位）へ向かって⾷べるのは「福を巻き込む」また、切らずに丸かじりするのは「縁

縁起担ぎらしいのですが･･･

』です!!! 

 

 

 

耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です耐震リフォームが可能です    

パンチくんなら筋交いや合板を使わず、風や光を通す補強材を使用し、

開放的な空間のまま耐震リフォームが可能です。 

インテリア感覚でしっかりと耐震リフォームができ、おしゃれで安全な住空間を

せん断補強金物を柱頭・柱脚に設置し、各部材を専用ビスで取り付けるだけの

 

日は言わずと知れた、「バレンタインデー」ですね。

「バレンタインデー」の「バレンタイン」とは、キリスト教司祭の名前だということを、ご存知でしたか？

そして「バレンタインデー」とは、バレンタインの命日なのです。

世紀のローマで、戦争により結婚を禁じられた若者を哀れに思い、キリスト教司祭のバレンタインは、こっそり結婚さ

せていたのです。そのことが皇帝にばれてしまい、バレンタインは、⻄暦

年に某チョコレート業者が、バレンタインデーに、キャンペーンを⾏ったことがきっかけとなり、⽇本

では、⼥性が男性にチョコレートを渡すという、独⾃の習慣ができました。

すっかり⽇本では「バレンタインデー」の由来が忘れ去られていますが、今⼀度本来の意味を意識して、性別などに関係

なく、大好きな人に感謝の気持ちを伝えてみたり、チョコレートに限定せずに、素敵なプレゼントを贈ってみるのもいい

節分と⾔えば、その年の恵⽅を向いて恵⽅巻を丸かじりし

「歳徳神（としとくじん）」がいらっしゃって恵方に向かって恵方巻を食べれば、願い事が叶う！？

などと言われていますが、そういった節分の由来や意味はどんなところから来ているのでしょうか。

昔、中国では⼤晦⽇に「追儺（ついな）」と⾔われる邪気や疫病を払うための⾏事が⾏われていました。

宮中では⼤晦⽇の⾏事として⾏われるようになりますが、やがて節分に「追儺」

を⾏ないそのひとつに「⾖打」があるという形になっていたようです。

⾖は「魔滅」に通じ、⻤に⾖をぶつけ、邪気を追い払い⼀年の

⼀般庶⺠に現在の【⾖まき】という形で広まったのは江⼾時代頃と⾔われています。

のことを⾔い、歳徳神とは、陰陽道でその年の福徳を司る神様と⾔われている年神様のこと

その⽅角に向かって事を⾏えば万事に吉とされていてこの歳徳神は、毎年いらっしゃる⽅位が違います。

さて、この恵⽅に向かって恵⽅巻を⾷べるのは関⻄地⽅の習わしで、

位）へ向かって⾷べるのは「福を巻き込む」また、切らずに丸かじりするのは「縁

縁起担ぎらしいのですが･･･ 

 

 

 

 

パンチくんなら筋交いや合板を使わず、風や光を通す補強材を使用し、 

インテリア感覚でしっかりと耐震リフォームができ、おしゃれで安全な住空間を

せん断補強金物を柱頭・柱脚に設置し、各部材を専用ビスで取り付けるだけの

日は言わずと知れた、「バレンタインデー」ですね。 

「バレンタインデー」の「バレンタイン」とは、キリスト教司祭の名前だということを、ご存知でしたか？

そして「バレンタインデー」とは、バレンタインの命日なのです。

世紀のローマで、戦争により結婚を禁じられた若者を哀れに思い、キリスト教司祭のバレンタインは、こっそり結婚さ

せていたのです。そのことが皇帝にばれてしまい、バレンタインは、⻄暦

年に某チョコレート業者が、バレンタインデーに、キャンペーンを⾏ったことがきっかけとなり、⽇本

では、⼥性が男性にチョコレートを渡すという、独⾃の習慣ができました。

すっかり⽇本では「バレンタインデー」の由来が忘れ去られていますが、今⼀度本来の意味を意識して、性別などに関係

なく、大好きな人に感謝の気持ちを伝えてみたり、チョコレートに限定せずに、素敵なプレゼントを贈ってみるのもいい

節分と⾔えば、その年の恵⽅を向いて恵⽅巻を丸かじりし豆まきをする･･･

「歳徳神（としとくじん）」がいらっしゃって恵方に向かって恵方巻を食べれば、願い事が叶う！？

などと言われていますが、そういった節分の由来や意味はどんなところから来ているのでしょうか。

昔、中国では⼤晦⽇に「追儺（ついな）」と⾔われる邪気や疫病を払うための⾏事が⾏われていました。

宮中では⼤晦⽇の⾏事として⾏われるようになりますが、やがて節分に「追儺」

を⾏ないそのひとつに「⾖打」があるという形になっていたようです。

⾖は「魔滅」に通じ、⻤に⾖をぶつけ、邪気を追い払い⼀年の無病息災を願うという意味合いがあったようです。

⼀般庶⺠に現在の【⾖まき】という形で広まったのは江⼾時代頃と⾔われています。

のことを⾔い、歳徳神とは、陰陽道でその年の福徳を司る神様と⾔われている年神様のこと

その⽅角に向かって事を⾏えば万事に吉とされていてこの歳徳神は、毎年いらっしゃる⽅位が違います。

さて、この恵⽅に向かって恵⽅巻を⾷べるのは関⻄地⽅の習わしで、

位）へ向かって⾷べるのは「福を巻き込む」また、切らずに丸かじりするのは「縁

 

 

 

インテリア感覚でしっかりと耐震リフォームができ、おしゃれで安全な住空間を 

せん断補強金物を柱頭・柱脚に設置し、各部材を専用ビスで取り付けるだけの 

「バレンタインデー」の「バレンタイン」とは、キリスト教司祭の名前だということを、ご存知でしたか？

そして「バレンタインデー」とは、バレンタインの命日なのです。 

世紀のローマで、戦争により結婚を禁じられた若者を哀れに思い、キリスト教司祭のバレンタインは、こっそり結婚さ

せていたのです。そのことが皇帝にばれてしまい、バレンタインは、⻄暦 269

年に某チョコレート業者が、バレンタインデーに、キャンペーンを⾏ったことがきっかけとなり、⽇本

では、⼥性が男性にチョコレートを渡すという、独⾃の習慣ができました。 

すっかり⽇本では「バレンタインデー」の由来が忘れ去られていますが、今⼀度本来の意味を意識して、性別などに関係

なく、大好きな人に感謝の気持ちを伝えてみたり、チョコレートに限定せずに、素敵なプレゼントを贈ってみるのもいい

豆まきをする･･･ 

「歳徳神（としとくじん）」がいらっしゃって恵方に向かって恵方巻を食べれば、願い事が叶う！？
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ドルだよ」 

ちょっとびっくりして言った。 

パンチくん」 

1446 
info@suzukijyuuken.com 

http://www.suzukijyuuken.com/ 

りばしや歯ブ

から拭きし

歳になる息子がドアのところで待って 

「お前が何不自由なく暮らせるためにオレは働いているんだ。それが金が欲しいだなんて。だめだ！早く部屋に行っ

子はどうしても買わなく

ちゃならないものがあったのだろう。それに今まで息子はそんなに何かをねだるってことはしない方だった･･･ 
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暖
房
に
よ
る
結
露
に
注
意
し
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く
だ
さ
い
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