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入学式

●学校になぜ行くか。 「更に良い学校や良い会社に行くた
めである」 と言うのも事実かもしれませんが、 正しくはない。
勉強しに行く。 正しい習慣と知識、 智恵を身につける。 訳
（原理） を理解し、 自分の頭で物事を考えることが出来るよ
うに、 いい加減な話に騙されないように勉強をする。
●昔にこのことに気がついていれば良かったな、 と思う今日
です。 先端技術はこの大切なものを忘れている、 とも思えま
す。 実は昨夜は TV で 「竹内まりあ」 を見ることが出来た。

ゴキブリキャップ好評販売開始
●ホウ酸とタマネギを使ったゴキブリ誘引殺虫剤 「ゴキブリ
キャップ」 を販売開始しました。 元々岐阜県揖斐郡池田町
の婦人会で始まった 「ホウ酸団子」。 池田町からゴキブリは
いなくなったらしい。 会長の松岡さんは婦人会に作り方も教
舞鶴市西乳児保育所の沈丁花

えて回った。 最近は便所掃除の指導をされている。

●光など電話回線を変更される場合はご一報下さい。 昨日

●誤食防止用のケースに入り安全です。 一戸建て用 30 個

お客様の N さんから電話。 「光ファイバーにするので連絡し

入り 2,415 円 （税込）。 アパート等のお客様には半分に小分

ておく」 「分かりました。 ガスメータの集中監視はアナログ回

けします。 15 個入り 1,470 円。 お電話頂ければ配達します。

線なので、 後日対応の工事をさせて頂きます」 N さん 「し

火災警報器も取り付け中

かし光にしたらどうなるんや、 もう一つ分からん」
●よくあるお電話です。 ここの所、 「NTT フレッツ光」 と 「イ
オ光」 が激烈な競争を行っています。 基本料金や電話料
が安くなったりする。 電話は IP 電話になり、 情報量が多くな

●安価なリース料で取り付けさせて頂いています。 警報音は
音声で 「ウーカンカン、 火事です、 火事です」 とお知らせ
します。 更にお安く買い取りも出来ます。

る。 インターネットで画像をダウンロードする時に早くなる。
●しかし、 IP 電話はここ 1 年を見ても、 西日本、 東日本の
広域で、 通信障害が何度か出ています。 それに停電にな
ると電話が使えなくなる。 元々電話は緊急連絡が目的。 し
かしアナログ回線は電圧があるので停電になっても使用可。
●掛かってきた営業電話のお奨めに従って話を聞く。 良く
分からないけれど 「もう○○の時代ですよ」 と言われると、 そ
んな気になる。 時代に乗り遅れてもいけないと思う。 テレビ
のCMは新しい需要を開拓するために流され続けています。
●光にすると、 最近はテレビも繋いで、 66 チャンネルも見
ることが出来るらしい。 現在、 舞鶴では地上波で 7 チャンネ
ル、 これに衛星放送を入れるとさらに 10 チャンネル位見るこ

K さん宅の薪ストーブ

とが出来る。寝る前にボーッとひたすらチャンネルをまわして

■ 4 月から出荷する家庭用ガスコンロには、 原則的に全てのバー

いることがよくあります。 大変無駄な時間といえますが、 たま

ナに過熱防止装置が付き、IHコンロより一層安全になりました。是
非ご検討下さい。 ●展示品の従来仕様、 水無両面焼きオートグリ

によい番組に出会う。 しかし 66 チャンネルもあると、 人生の
相当の時間を浪費し、 だいぶ危険と言える。
●技術が進んでゆくと、 いろんな便利なものが出現する。 し
かし 「ライフライン」 （生命線） に関わるもの位はプリミティブ
（原始的） な分かりやすいものにしておく方が良いと考えま
す。 七輪は是非入手しておくべき。 薪ストーブも心が和む。
訳 （原理)の分からないハイテクは実は考えものです。
●沈丁花はその清楚な香りに心が引き締まる思いがします。
入学式があるこの時期の新しい出発には、 希望もあるが不
安もある。 甘酸っぱい感じを思い出します。

ル付2口ガラストップコンロ、税込定価110,040円を特別価格30,000
円で処分。 1,000円分のクオカードをお付けします。 ●電化のご相
談にも応じております。 お気軽に。 ● 4月 1 日から社名を変更して
います。 ここで問題です。 新しい社名は何でしょうか？新社名 「○
○○○○○○株式会社」 を葉書に書いて当社までお送り下さい。
1,000 円分のクオカードをプレゼントします。 御応募多数の場合は
抽選になります。これまでの例から考えると大体当たります。振込
先など、社名以外の変更はありません。エイプリルフールではあり
ませんので念のため。 ●春です。 私たちも 「生活 ・ 環境企業とし
て」 脱皮をはかります。 今とも宜しくご愛顧下さいませ。 （正）
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「竹内まりや」 の弁明

●しかし、 人生はそう順調なものではないはず。 最後に、
「You say it’ s hard to get older （歳を取るのは難しい） And
they say that life has no meaning （人生に何の価値があるの
だろうと思うわ） But I still believe it’ s worth living （でも生
きる事に価値があると私はずっと信じているわ） 是非 「レ
コード屋」 さんに足を運んで、 CD をお買い求め下さい。
●思った通り 「セイブリビング」 社名変更クイズへの応募者
は、 そう多くありませんでした。 一部月末締で請求書をお出
しするお客様もありますので、 一応の締め切りを 「5 月 15 日
中着」 にしました。 その中にいくつかご意見、 ご感想が記
されているものがありました。
● 「セイブプロパン」 から 「セイブリビング」 と名前を変更し、
「電化のご相談にも応じております」 と書いたことについての
ご意見もいくつか頂きました。 「電化」 にまつわる問題がい

端午の節句

くつかあることは事実ですし、 概ねそれが CM によって進め

●昨日 4 月 30 日の舞鶴市と兵庫県豊岡市は、 それぞれ 7

られ、 お客様が十分な判断をされていないのも現状です。

月中旬並みの最高気温 30.5℃を記録し、 今年国内初の

●ランニングコストだけを強調し、 設備に多額の支出が必要

「真夏日」 になりました。 事務所内の温度も 31.7℃になり、

なのに、 「負担がない」 と表現するやり方も少し変です。 時

少しは早いか、 と躊躇しつつ、 春に入れ替えたプロパンガ

間帯別電気料金にも十分な周知がない場合もある様です。

スエンジンで冷房する 「GHP＝ガスヒートポンプエアコン」 の

関西では原子力発電所への依存度が高く、 電化の推進が

「試運転」 を 28℃で行いました。

更にその依存度を高め、 別の環境問題への波及も心配で

●今年は相当暑い夏になり、 エアコンをよく使うことになるの

す。 高浜原発ではプルトニウムの使用を準備中。

でしょう。 夏場、 エアコンの使用を躊躇すると、 昨年は室内

●私たちの使命は 「生活 ・ 環境企業として、 お客様の安全

にいても熱中症で亡くなる方もおいでになりました。 ここのと

で豊かな暮らしをお手伝いする （経営理念）」 ことです。

ころの原油価格の高騰で、 電気料金も例外なく上昇してい

「リビング」 は単に住宅設備ではなく 「生きること」 であり 「生

ます。 今年の夏はそういう意味でも心配です。

活」 であり 「人生」 です。 電化を希望されるお客様も含む

●通常の 「従量電灯 A」 第 2 段階単価は 23.32 円 /kWh で

多くのお客様とコミュニケーションを保ちながら、 仕事をさせ

すが、 電化して 「はぴ e タイム」 にすると、 夜間安くなる代

て頂きたいと思います。 これで弁明になったでしょうか。

わりに、 夏場の昼間の電気料金は 29.76 円 /kWh になりま
す。 これに 「原料費調整額」 が加算される。 こういうことを
知らされていない場合があります。
●誠に資源の無駄遣いで申し訳ないのですが、 夜中に
ボーッとテレビを見ていることがあります。 先日、 めったにテ
レビに出ない 「竹内まりや」 を NHK の 「ソングス」 という番
組で見ることが出来たのはラッキーでした。 動いている竹内
まりやを見たのは初めてではなかったか。
●最近のアルバムに 「デニム」 があります。 竹内まりやは言
います。 「人生はまるでデニムのようだと、 わたしは思う。」
「年を重ね人生が進むにつれて、 そのデニムの青は少しず
つ風合いを増しながら、 さまざまに変化していく。」
60 歳を過ぎた近所の女性 Y さん、 この中の 「人生の扉」 と
いう曲に深く感動し、 思い立って、 歌詞を大きな紙に書き出
し、 英詩の部分には自分で翻訳をつけた。
● 「I say it’ s fun to be 20 （楽しかったわ 20 代） You say
it’ s great to be 30 （有意義だったわ 30 代） ・ ・ ・ And they
say still good to be 80 （80 代も捨てたもんじゃない）」

展示中の全口安全装置付ガラストップコンロ
■家庭用ガスコンロには、原則的に全てのバーナに過熱防止装置
が付き、 IH コンロより一層安全になりました。 左のガラストップは
「ピンク」 です。 右はオートグリル付。 点火も可能です。 是非ご覧
下さい。●本当に良く効くゴキブリ誘引殺虫剤ゴキブリキャップ好評
販売中。 ●ツツジの開花も早い。 パッチももう脱いだ。 （正）
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想像力 ・ 免疫力 ・ 老人力

●父親の映画監督、 伊丹万作の子として京都で生まれ育
ち、 父の死後その郷里松山に転居。 作家大江健三郎さん
とは松山東高校の同級生。 後に大江さんは伊丹さんの妹の
ゆかりさんと結婚。 大江さんの子の光 （ひかり） さんは、 障
害を持っていますが、 作曲にその力を発揮しています。
●伊丹さんの映画はテレビでも何度も見ましたが、 「『スー
パーの女』 は、 今日本で大問題になっている 『食の安全性』
『偽装問題』 を先取りしている」 と山本晋也監督。 「現実の
方がよほど 『想像力』 が欠如している」。
●４月の終わりの日曜日、 ジャングル状態になりつつあった
庭の草引き。風呂に入ろうとしたら胸のところに赤いものが出
来ていました。 その時は虫にでも刺されたのかと思っていま
したが、 松山から帰ってきたら、 少し増えていて痛い。
●近所の医師の診断は 「帯状疱疹」。 感染の心配はないら

松山、 伊丹十三記念館中庭のクローバー

しい。 強いストレス、 疲れなどが原因で 『免疫力』 が低下

●５月の連休に四国、 松山に所用があって出掛けました。

すると、 元々自分が持っていたヘルペス ・ ウィルスが、 神経

いつも泊まる道後温泉本館前のビジネスホテル 「パティオ

系に沿って帯状に疱疹となって出てくる。 人によっては激し

ドーゴ」 は穴場で、 これまで直前でも予約は出来ましたが、

い痛みを伴い、 １０日も寝込んだ知り合いがいます。

さすがに連休、 「空き部屋なし」 の返事。 しかし市内の所

●免疫学者の安保 （あぼ） 徹さんの 「免疫革命」 の本を、

用の直近の西堀端に利便で手頃なホテルが取れました。

たまたま松山の書店で買っていました。 免疫力を担っている

●高速道路の松山出口を降り、 高知に行く国道３３号線を

のは白血球ですが、 緊張状態が続くと交感神経が優位とな

少し南に下った砥部に、 家内の両親の墓があって２年ぶり

り、 白血球の仲間の顆粒球が増え化膿性の炎症が起こる。

に墓参。 周りはみかん畑であったのですが、 最近は宅地が

●リラックスして副交感神経優位になるとリンパ球が増え 『免

広がっています。連休の渋滞を予想して早く出たのですが、

疫力』 が高まる。 人間が仕事をする時は交感神経が優位と

スムーズに到着。 少し時間があるので寄り道。

なりアドレナリンが増え活動的になりますが、 この相反するバ

●３３号線を松山市内に向かう途中の東石井に 「伊丹十三

ランスが大事な様です。 自律神経はこれを調整しています。

記念館」 が昨年５月にオープン。 伊丹さんは１９９７年１２月

●社名変更もあり、 特別な用も持たず 「お客様訪問」 をす

に６４歳で突然亡くなった。 １０年後、 俳優であり、 エッセイ

ることにしています。 お独りのご老人も多い。 時に１時間近

ストであり、 監督として新しい日本映画を作ったその才能を

く話し込んでしまいますが、 お話は有意義。 皆さん中々見

惜しみ、 奥さんの宮本信子さんがこの記念館を作られた。

識を持っておられて、 さすがに年の功。 『老人力』 をあなどっ

●１９６３年の映画 「北京の５５日」 は、 英語が堪能であっ

てはいけない。 松山の所用もご老人のお話を聞くことでした

た伊丹さんの国際的な仕事でしたが、１９８３年に至るまで多

が。 何かお手伝いすることがあれば気軽にご連絡下さい。

くの映画に出演された。 それにも増して俳優の仕事での経
験から 「ヨーロッパ退屈日記」、 「女たちよ！」 「問いつめら
れたパパとママの本」 他、 雑誌のエッセーも大変面白い。
●１９８４年からは 「お葬式」、 「タンポポ」 「マルサの女」 「あ
げまん」 「ミンボーの女」 「スーパーの女」 など１９９７年に至
るまで、 宮本信子さんを主演女優に、 山崎努、 津川雅彦
三國連太郎らが出演、 映画監督としてのお仕事をされた。
お葬式は湯河原のログハウスのご自宅がそのまま舞台。
●記念館にはこれらの伊丹さんの 「全て」 が展示をされて
います。 池内岳彦 （伊丹の幼名） が小学２年の時の、 朝
顔が精緻に描かれ丁寧な文字が書かれた観察日記。 商業
デザイナーとしての作品。 「伊丹明朝」 といわれたレタリン
グ。 ご自分で書かれた映画のタイトル。 猫のスケッチ。 映
画の絵コンテ。 面白いのは CM 画像。 料理道具。

■年末にカレンダーをプレゼントしています。 2009 年版は 「食と器
を楽しむ」 というタイトルで季節の料理を紹介。 見本が来ましたが
美味しそうです。 このカレンダーを、 「どこからも貰うので不要」 と
ご連絡を頂いたお客様には、代わりに「暮らしの手帳社のふきん」
をプレゼント。 必ず 8 月 31 日までにご連絡下さい。 ■家庭用ガス
コンロには、 原則的に全てのバーナに過熱防止装置が付き、 IHコ
ンロより一層安全になりました。ガラストップも掃除がしやすくきれい
で、よく売れています。会社に展示して点火も出来ますので是非ご
覧下さい。■本当に良く効くゴキブリ誘引殺虫剤ゴキブリキャップ好
評販売中。アパートなどには小分けで販売もしています。電話でご
注文下さい。配達します。■高効率型ガス給湯器「エコジョーズ」。
ガスを 12％節約します。 今なら 「補助金」 が 23,000 円戻ってきま
す。トータルコストは電化に負けません。●プロパンガス１立方メー
トル当りの二酸化炭素発生量は 6 . 5 k g 。 同じ熱量の電気量は
27.9kWhで二酸化炭素の発生量は10.8kg、実は66％も多い。（正）
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太陽光発電

●そこで注目されているのが太陽光発電、 風力発電、 バイ
オマスなどの自然エネルギー。 特に太陽光発電について
は、 コストも相当下がってきており、 2005 年に一端中止され
ていた一般住宅向けの国の補助金が復活する予定です。太
陽光発電による電力は、 自宅で電力を消費しない時は電力
会社に売電でき、 無駄がありません。
●実は 2007 年には生産量が、 日本に替わってドイツの Q セ
ルズ社が首位になり、 累計導入量も抜かれました。 日本政
府は日本の温室効果ガスの排出量を 2050 年までに 60 ～ 80
％削減する目標を掲げていますが、 温室効果ガスを排出し
ない太陽光発電への期待は大きく、 太陽光発電を 2030 年
には現在の 40 倍に高める計画です。
●舞鶴でも少しずつ増えていますが、 良いものなのに誰もあ
まり宣伝をしていません。 現在、 当社も取り組み中です。 興

Fさん宅の太陽光発電パネル

● 7 月 21 日は西日本は高気圧に覆われ 「猛暑日」 になり
ました。 舞鶴は観測史上最高の 37.5℃となり、 この日の日
本で一番暑い所になりました。 テレビでも報道されたので、
日ごろご無沙汰の、遠くの友人から連絡があったりしました。
● 7 月の末になり、 今度は激しい雷雨が降ることが続けてあ
りました。 敦賀市では突風が吹き、 イベントの大型テントが
倒壊、 死者が出ました。 琵琶湖の 「鳥人間コンテスト」 会
場でも特設ステージがめくれ上がりけが人。 大気が不安定
で瞬間風速が 30 メートルにも達しました。
●神戸の都賀川では集中豪雨によって、 10 分ほどで急激
に増水し、 河川敷で川遊びをしていた学童保育の子供 3 人
と大人1人が濁流に流されてしまいました。 神戸の勾配の大
きい地形にも原因はあるにしても、 短時間での大雨がここ10
年で 1.6 倍に増加しています。

味のおありになる方は是非お問合せ下さい。

ガス代節約
●ここのところの原油価格の高騰については、 私達も大変
困っています。 6 月にはそれでも原料費調整額の見直しを
行い、 少し値下げを行いました。 お客様からはガス代節約
の方法についてお問合せがありました。
●水栓メーカーから 「節水シャワーヘッド」 が出ております。
シャワーヘッドに手元ボタンがついていてコマめにとめる事が
出来ます。 頭や体を洗っている時、 シャワーが出っぱなしに
なっていませんか。 シャワーの広がりも、 ヘッドを手で持つ
ことになるため狭い目になっているようです。
●いろんなメーカーのシャワーヘッドと交換できるようにアダプ
ターが付いています。 但し逆流防止装置 （逆止弁） が付い
ていないシャワーには使えません。 水道代もガス代も節約で
きます。 お問合せ下さい。 浴槽の掃除には便利。

●開発が山にまで及び、 舗装で地面に水が吸収されない
ので、 降った雨がすぐ下流に流れる。 数年前には東京の
中心部で、 集中豪雨で道路にあふれた雨水が、 民家の半
地下室に流れ込み、 人が亡くなったこともありました。
●局地的な温度上昇によって、 集中豪雨が発生する。 台
風が大型化する。 この原因に 「地球温暖化」 が指摘されて
います。 人間の経済活動によって増大する二酸化炭素を始
めとする 「温室効果ガス」 がこれらの一連の現象の遠因で
す。 しかしまだ対策は進んでいるとはいえません。
●私達も KES （京都環境マネジメントシステム） の認証を受
けるなどして、 この問題への取り組みを会社として行ってい
ます。 現状、 プロパンガス１立方メートル当りの二酸化炭素
発生量は 6.5kg。 同じ熱量の電気量は 27.9kWh で二酸化
炭素の発生量は 10.8kg。 実は、 電気の方が 1.66 倍多い。
●原子力発電は別の環境問題を生んでいます。 六ヶ所村

Tさん宅に取り付けたストップシャワーヘッド
■ゴキブリキャップ好評発売中。 ●会社の近所 （天台） にコンビニ

の使用済み核燃料再処理工場では、 廃棄物をガラス体に

が出来るようです。 西舞鶴に更に2軒。 京都市では営業時間の論
議もあるようです。 ●白鳥街道福来当りで道路工事が続いていま

固化する試運転がうまく行かず暗礁に乗り上げています。

す。アイドリングによる無駄な燃料の消費は相当なものです。（正）
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楽園への歩み

京都エコポイント
●京都 CO2 削減バンク （京都環境行動促進協議会） では、
ご家庭で、 省エネ （ガス ・ 電気） に取り組んだり、 太陽光
発電などを導入された場合に、 減らした二酸化炭素 （CO2）
の量に応じて 「エコ ・ アクション ・ ポイント」 を獲得できるモ
デル事業を始めます。
●平成 19 年度 10 月～平成 20 年度 9 月の基準年度の同じ
月より削減すると、 3 か月分の削減分がポイントになります。
CO2 を 0.2kg 削減すると 1 ポイント＝ 1 円となります。
●今年度はモデル事業の為参加家庭募集の締め切りが9月
30 日です。 問い合わせ先は www.k-co2bank.jp または京都
CO2 削減バンク （電話 075-203-7588）。 当社にもパンフレッ
トあります。 太陽光発電、 太陽熱ヒータ取り付けは募集期限

The Walk to Paradise Garden

●拙宅にこの写真が飾ってあります。 1971 年に松山の愛媛

2009 年 2 月 28 日まで。

ガス代節約、 保温力強化

県立美術館で写真家ユージン ・ スミスの作品展 「真実こそ

●地球温暖化防止がここのところのキーワードです。 省エネ

わが友」 があった時、 作品の印刷物を何枚か購入し、 ユー

ルギー型のエアコン、 冷蔵庫、 燃費の良い車、 エコキュー

ジンのサインを貰っていました。 ところが今では筆跡が褪

ト、 高効率ガス給湯器。 しかし買い替えばかり考えなくても

色、 痕跡はありません。 紫外線でインクが消えた様です。

省エネルギーは出来ます。 その一つは保温力の強化。

●京都岡崎の京都近代美術館で 「没後30年W ・ ユージン・

●これから気温が下がってきます。 保温の強化に取り組みま

スミスの写真」 展が行われています。 9 月 7 日までですので

しょう。 セイブリビングでは、 20mm 厚の保温材、 東レ、 トー

間に合えば是非ご覧下さい。 今後はこの美術館の保存にな

レペフ耐熱 PP パイプカバーを標準保温材として、 給湯、 給

るようです。 8 月の最後の日曜日、 久しぶりにオリジナルの

水配管を保温します。

写真プリントを見に行くことにしました。

●写真は 15A、 20A サイズの保温材で 20mm の厚さがありま

●彼は写真を時間を掛け何度も焼き直し、 入念にプリントし

す。 保温後はそれぞれ 65mm、 72mm の太さになります。 こ

ています。 全てモノクロ写真ですが、 主題を表現する、 き

の上からビニールテープを巻き防水。 給湯配管を手で握っ

めの細かい白から黒へのなだらかな諧調は丁寧で、 言って

てみて暖かいようだったら放熱をしています。 保温強化を是

みれば最近の派手なカラー写真では、 そのモノクロ写真の

非しましょう。

表現力に及ばないとも思えます。
● 1971 年の松山での展示の時には、 準備中のユージン、
アイリーン夫妻と少しお話をした覚えがあります。 丁度 「水
俣」 に取り組んでおられる時で、 アイリーンさんはこの年に
ユージンと結婚をされていた。 アイリーンさんはその後 「環
境問題」 への取り組みをされています。
●写真展は、 第二次世界大戦のタラワ、 サイパン、 レイテ、
沖縄、 カントリードクター、 シュバイツァー、 スペインの村、
助産婦、 そして 「水俣」 へと続きます。 概ね 150 点は超え
る展示に、 スミスが見ている人間像を私たちも見て、 スミス
の人間観が分かるようです。
● The Walk to Paradise Garden ＜楽園への歩み＞は戦争
が終った 1945 年に撮られ、 平和への象徴として評価された
ようです。 しかしこれ以降の世界がパラダイスになったのか
といえば、 あまり進歩はしていないようです。 サイパンの砲

保温材東レ、 トーレペフ耐熱 PP パイプカバー
●知り合いの T ちゃんの子、 こはるちゃんとディズニーの 「三匹の

撃の後から逃げ出す、 日本人の 3 歳ぐらいの少女の姿は、

子豚」 のアニメを見ました。 それぞれ 「わらの家」 「木の家」 「レ
ンガの家」 を作るのですが、 狼はレンガの家には歯が立たない。

まだ世界の戦場でいくらでも存在しています。

しかし、 耐震性能はどうなのかな、 考えました。 （正）
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朝のお散歩

（例えばトン ・ キロメートル） であらわす。 食品の生産地と消
費地が近ければフードマイレージは小さく、 遠くから運んでく
ると大きくなる。 その意味で地産地消は環境負荷が少ない。
●セイブリビングも参加団体。 KES の認証は舞鶴ではまだ 4
社で、 このキャンペーンに参加しているのは近所では 「さと
う」 と 「舞鶴市役所」。 申し込み用紙は当社にありますが、
電話でも頂ければお送りします。 インターネットでも申し込み
出来ます。 http://k-gpn.org/kaimonodeeco/ 携帯電話では
http://k-gpn.org/kaimonodeeco/keitai です。

新型コンロ
● 10 月から法律の改正があって、 業務用と 1 口コンロを除
くガスコンロの全てのバーナーに、従来の立ち消え安全装置
の他に、 なべ底の温度を監視するセンサーが付いた 「Si セ
「明倫館」 正門

ンサーコンロ」 が新発売になりました。

● 8 月中頃から朝 6 時半頃より 30 分ほど、 ワンコをつれて

●これで焦げ付きや天ぷら油火災が激減することになります。

散歩をしています。 西図書館から、 旧 JR 海舞鶴線跡の遊

従来もこの機能はついていたのですが、 センサーが付いて

歩道に。 舞鶴公園を裏から入り、 城門、 明倫小学校南側

いない方のバーナで天ぷらをされ、 電話などでコンロのそば

正門前、 西側明倫緑地を通って帰宅。 多くの方に出会い

を離れると火災になる危険がありましたが、 今後はこの問題

ます。 「お早うございます。」 もすがすがしい。

はなくなります。 しかも火力自動調整機能もついている。

●9 月になって、 新相生橋から伊佐津川沿いの遊歩道の散

●安全と思われがちな IH クッキングヒーターでは、 油の量が

歩。 ここはランニングをしている方々もいます。 月曜日はゴ

少なかったり、 専用鍋を使用しない場合には、 相変わらず

ミがたくさん落ちている。 日曜日に河川敷で焼肉をしている

この種の火災が起こっています。 これはセンサーが直になべ

一団がありましたが、 飲料のペットボトル、 皿まである。 丁

底の温度を測っていないために起こることです。 電磁波の問

寧に袋に入れたまま 「ゴミ捨て禁止」 の看板の裏に捨てて

題もあるのに、 安全と過信するところに危険の根があります。

ある。 これは最近、 日常茶飯事。

コロナの石油ストーブでリコール

●会社で 「清掃活動」 をしています。 毎月第 4 月曜日の朝

● 1987 年～ 2000 年に製造されたストーブで 「よごれま栓」

7 時 30 分から、 事務所

のタンクが付いているものが対象です。 メーカーが無償修理

の前の府道白鳥線を、

をします。 当社から販売させて頂いたもので、 登録のあるも

舞鶴文具からトンネルま

のは既にお客様にご連絡申し上げましたが、 念のため形式

でゴミ拾い。 第 2 月曜日

をご確認下さい。

は舞鶴文具の皆さんが

●お客様相談窓口 ・ フリーダイヤルは 0120-623-238 ですの

行っています。 それでも

でお問合せ下さい。 不明な点がありましたら、 当社へご連絡

毎回 3 袋の 「収穫」 はあ
ります。 これも日常化。

伊佐津川遊歩道

頂ければ、 形式等の確認はさせて頂きます。

買い物でエコ！

■ 10 月 1 日から 12 月 31 日まで 「ハッピーライフキャンペーン」 を
行っています。 10,500 円以上お買い上げのお客様には、 抽選で

● KES （kyoto environmental standard きょうとエンバイロン

「選べるグルメ券」など多数当たります。結構確率は良いようです。
カタログをご請求の上、 是非ご応募下さい。 ■京都府LPG協会が

メンタルスタンダード＝京都環境基準とでも訳したらよいか）
等の認証を受けている企業、 自治体、 NPO、 個人で作る
「京都グリーンネットワーク」 が主催して 10 月 1 日から京都
府内一斉に 「グリーン購入キャンペーン」 が始まります。
● 「環境にやさしい買い物宣言」 を送って、 エコ商品を当
てよう！というもので、 京都府産お米 5kg 他エコ商品が当た
ります。 なぜ京都府産米が 「エコ」 かと言うと、 「フードマイ

発行する 「みらいちゃん」 秋号検針時に配布しています。 新しいコ
ンロを説明しています。 ラッキークイズの当選確率も高く、 春号で
は弊社のお客様が5人当選されました。■補助金が貰える高効率
ガスコンロまだ間に合います。 ガラストップテーブルコンロ月々
1,032 円 5 年リースから。 ●知り合いの T ちゃん、 大阪に嫁いでい
ます。 来年3 月の出産予定ですが、 お盆で実家に帰ってきた時に

レージ」、 つまり遠くから運ぶよりCO2の発生が少ないため。

出血、 実家近くの産婦人科に入院。 2 歳のこはるちゃんは実家の
ジジババの世話に。 ぐっと我慢していますが、 少し荒れているよう

● food （食品） mileage （距離） という意味。 重量×距離

です。ジジババは大変ですが、成長を楽しんでいるようです。（正）
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幻の４口コンロ

レンタルガスストーブをどうぞ
●例年冬季、 格安でガスストーブのレンタルを行っていま
す。 中古赤外線ストーブ１０５円 / 月、 中古のガスファンヒー
タ２１０円 / 月、 新品のガスファンヒータ３１５円 / 月、 中古の
専用ホース５２円 / 月、 新品の専用ホース１０５円 / 月。

「オール電化は本当に環境にいいの？」
●１０月に 「ひのでやエコライフ研究所」 の講演会が舞鶴商
工会館であって、 オール電化の環境に与える影響について
聞きました。 NPO 法人地球環境と大気汚染を考える全国市
民会議 （CASA） の発行する小刷子を頂きました。 ご連絡頂
ければプレゼントします。
●オール電化にしたら二酸化炭素が増えた例もありました。
電気はガスよりもたくさん二酸化炭素を出します。 LPG を１と
フランス製のロジェール

すると 「全電源平均」 で 1.9 倍、 「火力平均」 で 3.2 倍とな

●知り合いの M さんからお問合せ。 今度社名を P 社に統一

ります。 全電源平均とは、 水力や原子力等も含めての計

した旧 N 社のガスオーブンと４口コンロを使っていましたが、

算。 但し電気消費に応じて火力発電所で電力調整をしてい

オーブンが壊れた。 部品の供給も無く、 この際入れ替える

るので、 「火力平均」 の方が実際の削減を正しく示す。

ことにしました。 N 社は後続機種を作らず、 ガス器具から撤

●電気温水器はエコキュートの３倍二酸化炭素を発生。 IH

退、 ハーマン社に後をゆだねた。

クッキングヒータも LPG の 1.1 ～ 1.8 倍二酸化炭素を排出しま

●料理家でもある M さんはやはり多くの料理を作るので、 ４

す。 天ぷら油は、 油温が高くなると発火します。 実際に IH

口コンロを考え、 ご自身でいろいろ探された。 しかし現在日

コンロでも火事になる事例が報告されています。 炎がない

本のガス器具メーカーのカタログには、 載っていないことが

分、 接触による被害も出ています。

分かった。 そこでたどり着いたのが、 ドイツの 「ガゲナウ」。

●最初に払った購入費を考えると、 オール電化はお得とは

●さすがに 「世界で最も有名な」、 「ドイツ人気質を思わせ

限りません。 特に少人数の場合、 深夜から翌日夕方まで必

る妥協を許さない堅牢な造り、 どんな人にも使いやすい操

要の無い大量のお湯を温め続けてしまいます。

作性、 そしてどんなインテリアにも溶けこむ美しいデザイン

●問題は、 電気が安い夜間中心の生活スタイルになること。

は、 今や料理づくりを楽しむ人々のあこがれのブランド」。

夏場の昼間は相当電気代があがる。 そして最大の問題は原

●しかし、 よく調べてみると、 日本のコンロで 「大バーナ」

子力発電に依存してしまうことになることです。原発は夜間で

と呼ばれる 3,000kcal/h を超えるバーナが付いていませんで

もフル稼働しており、 これを有効に利用するための家庭向け

した。 元々日本のものにも、 そんなに大きなものはついて

の 「施策」 が 「オール電化住宅」。 実は原発前提です。

いなかったのですが、 「大阪ガスのハオ」 が流行になって、
今は標準的に付いています。
●またオーブンとの適合性も少し問題があり、 次にはフラン
ス製の 「ロジェール」 も検討しました。 中々優美です。 た
だ、 コンロとオーブンが一体型の為、 今度のシスステムキッ
チンにはうまく合いません。 たまたま後日お伺いした O 工務
店さんのこだわりのキッチンに、 ロジェールはありました。
●担当者がいろいろ探した結果、 探していた４口コンロが日
本のリンナイが、 システムキッチンメーカ向けに出荷している
ことが判明。これとリンナイコンベックを組み合わせることにし
ました。 グリルが付いていませんので、 排気の問題があり、
側面に穴を開けて壁から出すことにしましたが調整中です。
●料理にこだわりを持つ方は、 やはりガスコンロにこだわりを
持っています。 狭い日本の中だけで選択肢を考えることは
ないかも知れない。 イギリスのオーブンストーブも面白い。

■ここの所原油価格が下がり、円高が続いています。３ヶ月ごとに
「原料費調整」 を行っていますが、 次の見直しの１２月には値下げ
が出来る見通しです。 ■１１月の下旬から、 例年の 「LPG カレン
ダ」 をプレゼントします。 あらかじめ 「不要」 とご連絡を頂いていた
お客様には 「暮らしの手帳社のふきん」 を代わりに差し上げます。
■ 10 月 1 日から 12 月 31 日まで 「ハッピーライフキャンペーン」 を
行っています。 10,500 円以上お買い上げのお客様には、 抽選で
「選べるグルメ券」など多数当たります。結構確率は良いようです。
カタログをご請求の上、是非ご応募下さい。●入院をしていた知り
合いの T ちゃん、 退院。 実家
のジジババの世話になってい
た２歳になる娘のこはるちゃん
も大喜び。 言葉をどんどん覚
え、うかつに話をすると、全部
よそに言ってしゃべるらしい。
最近は 「はじかしい」。 （正）
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カエデ紅葉日調査

ポニョ
●ある日の夕方、 もう暗くなっていましたが、 事務所の駐車
場の入り口で女の子が乗った軽自動車が 「エンコ」。 「エン
ジンがかからなくなった」 とのこと。 入口だし、 邪魔になるの
で、 2 ～ 3 人で押してともかく駐車場に入れた。 女の子は恐
縮したが、 お互い様。 でも持病の腰痛が出てしまった。
●車を押す時に女の子に 「ニュートラルにして」 と言ったが、
エンジンがか からないと シフトレバーが 動か ないようだ。
「パーキングではハンドルが動かない」。 結局、 自動化され
て、 安全装置が沢山付いている機械は、 緊急時に応用が
きかない、 ハンドルも動かないこともある。
●映画 「崖の上のポニョ」 を見ました。 遺伝子の操作によっ
て、 人類誕生のはるか昔の豊かな生命に満ちた海をよみが
えらせようとするフジモト。 彼のミスと偶然が重なって、 さかな

鹿原の金剛院

の女の子ポニョが人間になる。

●地球温暖化防止活動団体の呼びかけで、 「イロハカエデ

●ポニョが魚の上を走り崖の上のリサの家に行こうとする時、

の紅葉調査」 をするために、 11 月 16 日、 金剛院に出かけ

あらしが来て崖の下まで大波が迫る。 猛スピードの車で何と

ました。 一週間ごとに 12 月の上旬まで、 京都府内の各所

か大波から逃げ切り、 家にたどり着いたリサと宗介。 その前

で調査を行います。 昨年は紅葉が遅く、 茶色に枯れたもの

にポニョが現れる。 家は停電で真っ暗。 びっしょりぬれた子

も多かったようです。 この日の夜はライトアップもされた。

供たちにスープを温めるためにリサはガスコンロへ。 宗介

●金剛院の開祖は、 平城天皇第三王子、 真如法親王で弘

「つくかな」。 リサ 「プロパンだから大丈夫」。

法大師、 空海さんのお弟子さん。 天長六年 （829 年)に 「開
基」。 従ってこのお寺は真言宗です。 駐車場で野菜を売っ
ているおばあさんに聞いたところ、 檀家は３軒とのこと。
●この調査にはデジカメ （デジタルカメラ） で用は済んだの
ですが、 折角の機会なので、 趣味の全手動木製カメラを持
参。 昔、 写真館が記念撮影等で使っていた大型カメラです
が、 実は最近、 愛好者が増えています。 フィルムはシート
状で４×５インチあり、 大きい分、 再現力は非常に良い。
●堰の上に三脚を置き、 カメラを組み立て、 黒い布をかぶ
り、 スリガラスにさかさまに写った像をルーペ （虫眼鏡） で
見てピントを合わせます。 露出計で明るさを測り、 レンズの
絞りとシャッタースピードを合わせる。 フィルムを装てんし、
フィルムのカバーを抜き、 やっとシャッターを切ります。
●観光バスから降りてきたアマチュアカメラマンの一団が、

徳間書店絵本 「崖の上のポニョ」 から

上等のデジタル一眼レフカメラをぶら下げてやってきました。

●エコバックをプレゼント。 ご希望のご連絡を下さい。 綿 100％で

「さすがにプロは ・ ・ ・ 」 と言われ、 慌てました。 とんでも

「I LOVE THE EARTH」 とプリント。 当社が購入した代金は児童擁
護施設 「適職探索支援事業」 に使用されます。 ■３ヶ月毎に原料

ない、 こちらもアマチュアで、 ４×５インチは初心者。
● 「しもた！」 フィルムを入れる前にシャッターを閉じるのを
忘れていました。 ４枚撮りましたが、 ２枚は失敗。 慌てては
いけない。 ゆっくり手順を確認して撮らないといけない。
●こういう時はキャンプ用の椅子を持って行き、 被写体を良
く見て、 ゆっくり構図を考え、 シャッターチャンスを待つのが
良い。 デジカメはどうゆう理屈で写るのかさえ良く分からな

費調整を行っていますが、 ここの所、 原油価格が下がり、 9 ～ 11
月の輸入価格、仕入価格の平均値の推移に従って１２月は値下げ
します。 次回は３月の見直しですが、 大分値下げが出来る見通し
です。 ■１２月３１日まで 「ハッピーライフキャンペーン」 を行ってい
ます。 10,500 円以上お買い上げのお客様には、 抽選で 「選べる
グルメ券」 など多数当たります。 カタログをご請求の上、 是非ご応

い。 確かに簡単で便利だが、 写真を撮ることの意味のある

募下さい。 ●今年も大変お世話になり、 誠に有難うございました。
「私たちは、 生活環境企業として、 お客様の安全で豊かな暮らし

部分は欠落しているようにも思えます。

を、お手伝いします。（経営理念）」来年も宜しくお願いします。（正）

