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新年明けましておめでとうございます

立松和平さん

●昨年は大変お世話になり誠に有難うございました。今年も

相変わりませず、 宜しくお願い申し上げます。 年末も雪らし

い雪は降らず、 確かに温暖化は進んでいると実感します。

●12月20日に舞鶴グラン

ドホテルで、 京都府主催

のシンポジウムがあって、

立松和平さんの基調講演

「自然とともに生きる」 を聴

きました。 「里山文化と地

域づくり」 のパネルディス

カッションは西方寺平の棚

田等の紹介がありました。

●立松さんは現在毎月山に登っているそうです。「もともと山

は神聖なもので神仏が宿る。 『日本の山登り』 は西洋のア

ルピニストではなく、 山で神仏に出会う。 そこで弱い自分を

自覚する。 自然の強さを知る。 スローな信仰心を持つ。

● 2 週間前には沖縄の 『ヤンバルの森』 にいた。 植林活

動をしている。 首里城を守るためには森が要る。 チャー

ギーと呼ばれる木が材として使えるためには後300年待たな

いといけない。 伊勢神宮が20年ごとに遷宮するのは宮大工

の技術の伝承と言う意味もある。

●法隆寺で修行を行っているが、 お灯明をつけるのは

チャッカマン。 大らかだ。 このヒノキの建物は1300年持って

いる。 計算して見るとそのヒノキは 3800 年前にはあったこと

になる。 ふるさとの木を大事にしよう。」 と言うことでした。

●こういうお話を聞いていると、 なぜもっと木を活用できない

のかと考えます。 近では 「ウッドマイレージ」 という考え方

が工務店さんには浸透して来ているようです。 「外材よりも府

内の木材を使う」 と言うことです。 外材は安いかもしれない

が、 相当の燃料を使い、 二酸化炭素を排出しながら運ぶ。

「フードマイレージ」 も同じ考え方です。

●昨年、 ほくと信金が 「マイハシ」 を景品に 「エコ定期預

金」 を売り出しました。 マイハ

シが欲しくてはじめましたが、

これには論争があります。 「割

り箸は間伐材を使用するので

むしろ環境にはやさしい」。 そ

れは正解なのですが、 輸入さ

れている安価な割り箸は環境

破壊も起こしている。 どうやら

問題は簡単に安価なものを求

める態度にもありそうです。

● 12月13日には 「京都環境

フェスティバル」 があって 「ペ

レットストーブ」 を興味深く見

●12月のプレゼント、 エコバックまだ少しあります。 ご連絡を下さ

い。先着順。●ポニョは紅白歌合戦にまで出てしまいましたが、海

の魚が水道水で生きられるのか、 という問いもありました。 しかし

現在の技術では出来るようです。●技術が進んでもどの様に生き

るかを考えるのは人間。中東で又戦争が起こって子供が死んでい

るのに、いいのかな自分たちのことばかり考えて、と思うが・・（正）

ました。 間伐材等を 3cm 程度のペレットにして焚きますが、

スクリューで燃料補給をするので自動温度調節も出来ます。

●実はオール電化より環境調和型のガス発電のエコウィルは

だいぶ定着してきました。 太陽熱ヒーターは一時期 「朝日

ソーラ社」 の強引な訪問販売があって、 その後もメンテナン

スを全くやらなかったので評判を落としましたが、 環境にもや

さしくガス給湯器と接続することも可能ですから、 今後取り組

みたいと思います。 是非お問合せ下さい。

●太陽光発電は再び今年から、 1kWあたり 7万円程度補助

金が出ます。 どうぞお問合せ下さい。 小型の風力発電機も

「系統連携」 が出来るようになり、 家庭の電源と接続できるも

のも出てきています。 原子力発電依存型の社会を作るオー

ル電化ですが、 分散発電は原発への負荷を軽くする。

伊予柑の受付
●例年通り 「伊予柑」 のご注文を承ります。 配達は美味し

くなる 2 月になってからです。 2L、 10kg、 秀品。 18 玉 （約

5kg）。 はるみ、 5kg。 デコポン 2L、 20 玉。 はるみ、 デコ

ポンはもう少し後。 地方発送も承ります。

iPod shuffle は如何
●カレンダーを注文している会社から 「抽選でアイポッド ・

シャッフルが当った」 と送ってきました。 貰い物で誠に恐縮

ですが、 読者にプレゼントします。 ご連絡下さい。 ご応募

が複数の場合は抽選です。 使

用するにはインターネットに繋

が っ た パ ソ コ ンが 必 要 で す 。

1GB のメモリーが入っているもの

で、 約240曲の音楽が入ります。

誠に軽く、 クリップで身に付け、

ヘッドホンで聞きます。

ミストシャワーはいかが
●給湯カランに接続するだけで簡

単に取り付けられるノーリツのミスト

シャワーが出ました。 20個の微細

なミストの保湿浴を実現。 寒い浴

室さようなら。

●ガス給湯器をご使用なら基本的

に大丈夫です。 電気工事不要。

￥75,600 （部材工事費別途）。

ペレットストーブ
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若い人達

●先月号で ipod shuffle （アイポッドシャッフル） のプレゼン

トのご案内をさせて頂いた所、 下は中学生から、 これまでの

読者の反応とは違う、 比較的若い層の方々からご連絡を頂

きました。 実は発行者としては大変嬉しく思っています。

●少し、 不明の方にご説明をしておくと、 要するにテープレ

コーダーと同じ録音機なのですが、 テープではなく 「メモ

リー」 と呼ばれる半導体が記憶ます。 主に音楽用途で、 し

かし落語でも録音できる。 録音はマイクロフォンではなく、 イ

ンターネットを経由してダウンローﾄﾞ（入力） する。

●アイポッドシャッフルは非常に軽いので、 ジョギング （健

康維持の為に軽く走る） に持っていっても重たくない。 もう

少し大きいタイプのアイポットだと液晶画面に写真やビデオも

写せる。 近発売されたアイフォンは携帯電話機能まで

あって、 正にマルチメディアと言う訳です。

●検針や集金にお伺いしたり、 器具の修理で訪問した時お

会いするのは、 もう少し年齢層の上のお父さんやお母さん、

お爺ちゃんやお婆ちゃん。 これまで何回かプレゼントをして

きましたが、 そういう方々からのご応募が中心でした。

●今回それから考えれば相当に若い層の読者が、 発行者

の想像を超えて多くあって、 日頃、 「千人に三人」 とまでは

行かなくても 「30 人も読んで頂いておるだろうか」 と思って

いる位ですから、 誠に望外の喜びでした。 今後もご感想な

どお気軽に電子メールで頂くとホントに嬉しい。

ご老人達
●発行者自身も大分古いアイポッドを持っていて活用してい

ます。 持ち歩くことはありませんが、 近インターネット経由

でダウンロードした曲は、 大橋のぞみちゃんが歌う宮崎駿の

アニメ 「崖の上のポニョ」 の主題歌。 ボーズのスピーカに接

続。 2 歳になる、 娘の子がこれを聞いて踊っています。

2004 年の第 4 世代の ipod （オールド）

●このアイポッド、 第 1 世代は 2001 年。 アイポッドシャッフ

ルに比べると 「ご老人」 の域です。 今のアイポッドのように

液晶に画像は出ませんが、 サードパーティー （純正ではな

い付属品をつくる会社） が作ったマイクロフォンをつけると、

電池さえあれば 5 ～ 6 時間の録音も平気です。

●中に入っているハードディスク （記録する磁気媒体の円盤

が回転している） は東芝製、 ステンレスのケースは新潟県燕

市で作られたようです。パソコンに繋ぐと外部の記憶装置とし

て使え、 パソコンを入れ替える時や、 非常に大きいデータを

移動する時重宝しました。 昔の物の方が応用が利く様です。

●1月下旬、 セイブ通信の印刷をお願いしているコザイ印刷

さんから 「新年全体会議」 で 90 分、 「環境について」 「話」

をする様にご依頼があって出かけました。 コザイさんでは丁

度 2 月に京都の環境マネジメントシステム 「KES」 の認証を

受けられた。 印刷業として環境問題に一層取り組まれる。

●とても話をするほどのことはしていないし、 人前で話すこと

は下手なのですが、 KES については当社が 2 年前に取得

し、 薦めていた経緯があります。 何時もの事ですが 「恥を

かくつもりで」 お引き受けしました。 この頃、 頭の記憶回路

が劣化をしていて、 原稿は作ったものの不十分な説明で

あったと、 何時もの反省をしています。

●結局申し上げたことは （1） 人間の活動が地球温暖化を進

めている。 地球の人口は、 1960 年に 30 億人、 現在は 67

億人、 2050 年には 90 億人に達する。 （2） 物事の原理をよ

く理解したライフスタイルが必要。 便利だけではいけない。

（3） 富が目的ではない。 理念が大事。 後にアメリカの経

済学者ガルブレイスの 「19世紀の人間は自分に何が必要か

公告屋に教えてもらう必要はなかった」 と引用しました。

●さて、 私たち老人？が、 その若い人達に何を教えることが

出来るのか。 何を教えておかないといけないのか、 とこの機

会に考えることになった訳です。今、そのガルブレイスの「大

暴落1929」 を読んでいます。 「1929.10.24木曜日の大恐慌」

の始まりを書いた本ですが、 実態を持たな信用取引がその

発端であったことは極めて酷似しています。

●たくさんご応募頂き、 アイポッドシャッフルの抽選当選率が

低くなりました。 実はコザイ印刷さんから 「話」 の 「お礼」 を

頂きました。 そこでこれを追加のアイポッドシャッフルの購入

に当てることにしました。 2 月 6 日に締め切り、 2 月 16 日頃

に抽選をする予定です。 2 月中には当選者に送付します。

■ 2 月下旬まで伊予柑受付中。

デコポンはるみは 3 月の出荷。

●寒中お見舞い申し上げます。

ウチでは年賀状を廃止。大寒の

この時期「寒中見舞い」を発送。

■火災警報器好評取付運動中。

●本日節分、 家内安全。 （正）
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2050年の地球環境

● 2 月の中旬、 所用が熊本であって、 久しぶりに飛行機に

乗って出かけました。 往路は指定された真ん中の座席に座

りました。 近は航空券があれば、 ATMのような機械があっ

て自分で座席指定できる。 復路は窓側に乗ってみました。

●下界は荒れ模様だったのですが、 上空では雲海を下に

見て、 少し子供のように興奮しました。 たまにこういうところ

に来ると、 地球のことも実感出来ます。 この数日前にはオー

ストラリアで大規模な火災が発生。 1月から史上 悪の熱波

が襲い、 メルボルンでは3日連続で 高気温43度を記録。

●同地の 1 月の降水量は平年 46mm のところ 1mm だそうで

す。 一部地域では 高気温は 47℃に達し、 林の火災が頻

発。 約 300 人が死亡又は行方不明。 延焼面積は 40 万ヘ

クタールで京都府の 9 割近くに到った。 温暖化の影響。

赤ちゃん達
●知り合いの T ちゃん 3 月 1 日に女の子を出産。 本人も生

まれた時 3,990g、 初の子は 4,040g だったので、 次も大

きいだろうと予想していましたが、 3,750g の子が出てきまし

た。 初の子の時は分娩室で10時間も苦しみましたが、 今

度はすんなり出てきたようです。

●先月抽選の iPod shuffle、 初は 「貰い物」 の 1 台の予

2009/2/13 四国上空

■3ヶ月毎の 「原料費調整」 を行っています。 3月は大幅値下げ

になりました。 ■伊予柑のご注文有難うございました。 2 月中で

出荷は終りました。 はるみは 3 月の出荷の予定でしたが、 裏年

で出荷量が少なく、 2月中の受注分で出荷を終りました。 みかん

農家に2月中の出荷要請があった。 ●よく効く誘引ゴキブリ殺虫

剤 「ゴキブリキャップ」発売開始しました。 早い目に配置して下さ

い。■火災警報器好評取付運動中。●昨年の値上がり分はオイ

ルマネーとなって中東や投資家に流出。今回の不況の原因は金

融問題と生産過剰。遠因は我々のライフスタイルにもある。（正）

定でしたが、 舞鶴市内の会社と、 2 月に入って、 綾部と京

都市内で 「環境問題」 のお話をする機会がありました。 「謝

金」 が思いの外多く、 これを流用し後 9 台買い増すことにし

て、 当選率を高めました。 若い人達のご応募に感謝します。

●日本政府は2050年に二酸化炭素の排出量を50％に半減

するといっています。 しかし現実的には増加をしています。

EU 諸国は 60 ～ 80％削減を目標とするようです。 今後は相

当真剣な努力をしていかないと、そう遠くないこの赤ちゃんた

ちが大人になる頃には大変なことになっている。

オール電化工事も行っています
●ここのところお客様のご希望があれば、 オール電化工事も

行っています。 どうぞお気軽にご相談下さい。 「訪問販売会

社」 から何度も電話をもらって、 根負けして、 購入に踏み切

るお客様もあるようです。知らない営業マンの話をほとんど鵜

呑みにされる場合も多いようです。

● 「はぴ e タイム」 にすると確かに電気代は安くなるのです

が、 格安になるのは午後11時を過ぎてから。 昼間は逆に高

くなり、 夏場の昼間は更に高くなって、 通常の23.32円/kWh

が 29.76 円 /kWh となることを知らされてはいないのが殆どで

す。 夏場のエアコンが高い電気料になる。

●電気代は一定の条件で安くなる。 設備費そのものも、 100

万円相当かかります。 量販店では 15 年払いもありますが、

これはローン会社への支払で、 仮に10年で壊れても負債は

残ります。 これまでの経験では設備費は価格的には、 当社

の方が量販店より安く施行できています。 8 年保証も可能。

●設備費、 運転費の合計を見ると、 実は電気もガスも差は

無い、 と言えます。 二酸化炭素の発生量はエコキュートの

実質効率から言えば、 ガスの方が少ない。

引用 「環境面から見たオール電化問題に関する提言」 （CASA,2008/6)

舞鶴市内の産婦人科
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桜の開花

●京都府地球温暖化防止センターへの協力で、 3 月 22 日

から一週間毎に桜の開花日の調査をしています。 舞鶴の場

合、 今年は少しまだ寒い日が続いていますが、 開花は、 全

体的にはここ数年、 2 ～ 6 日早まっているようです。 例年の

「花まつり」 も桜が散り始めたりすることもありました。

●この写真は、 お客様でもあり、 以前写真店を経営されて

いた竹内さんが 「相当昔に」 撮影された写真です。 多分40

年は経っていると思います。 額装したものを頂いていて、 先

日話題に上り、 しまいこんでいたものを取り出し、 当のご本

人にお見せしました。 88 歳になられましたが、 お元気。

●ここのところ確かに温暖化は進んでいて、 その影響もあっ

て、 プロパンガスの出荷量が低迷しています。 気温の変化

を調べようと思って、 先日、 舞鶴気象台に行って資料を見

せて頂きました。 「ここ 5 年くらいで、 年間平均気温が 13 度

台から 14 度台に高くなっている」 とのこと。

●ちなみに、 気温などのデーターはインターネット経由で閲

覧することが出来るようで、 「夏休みの宿題」 の 「気温調査」

も居ながらにして可能なようです。 ガス出荷量との関係から

言えば、 「月平均気温が 1℃上昇すると、 3％減少する」 と

言われています。 確かに当社のデータと合致します。

花粉症
●この 3 月、 マスクをしている人が多く、 風邪対策かと思っ

ていたら、 「花粉症対策」 の方も相当多かったようです。 ご

本人にしてみれば、 本当に大変厄介な問題だと思えます。

時期によって 「すぎ」 「ひのき」 「くぬぎ」 「いちょう」 など多

種多岐に渡るようです。

●東京医科歯科大学の藤田紘一郎教授は 「笑うカイチュ

ウ」 （講談社） で人間と寄生虫、 免疫の関係を述べられて

いますが、 先日、 日本経済新聞 （2009/3/15） で 「なぜ

いま、 日本で花粉症やアトピー、 ぜん息などのアレルギー

性疾患が増え続けているのか」 ヒントを述べられています。

嵐山、 渡月橋と桜、 竹内嘉久治さん撮影

● 「インドネシアのカリマンタン島で糞便が流れる川で遊ぶ

子供たちにはアトピー性皮膚炎、 ぜん息、 花粉症で悩む子

はいない。 彼らのほぼ 100％が回虫などの寄生虫にかかっ

ている。 40年に及ぶ研究の結果、 寄生虫からアレルギー反

応を抑える物質を取り出すことに成功。その物質が人間の免

疫系に作用してアレルギー反応を抑えていた」

● 「つまり、 人間にとって異物である寄生虫が、 人からの免

疫的攻撃を受けないようにする物質を分泌、 人間のアレル

ギー反応を抑えていた」 同様に 「青ばなを垂れていた子供

は、 結核ワクチンBCG を受けていた。 彼らもこれらのアレル

ギー性疾患に掛かりにくい」

● 「人が微生物と付き合っているとアレルギー反応が抑えら

れる。 人間の体を守る微生物はたくさんあり、 皮膚常在菌は

皮膚を守り、 腸内細菌はビタミンを合成し、 免疫力をつけて

いる。 それらを一方的に追い出している 『超清潔社会』 が

アレルギー性疾患を増やしている」 とのこと。

●確かに、便座を始め、ボールペンに到るまで、日常的に、

抗菌グッズが満ち溢れています。これらの中には勿論必要な

ものもありますが、 不必要に、 無批判に、 これらのものを受

け付けている私たちの日常生活があるのも事実です。 環境

問題を考える時、 確かにライフスタイルを問うことが重要。

大停電
● 3 月 25 日午後、 京都駅ビルで大停電。 建物内のホテル

グランヴィア京都、 伊勢丹、 地下街など広い範囲で停電し、

１時間後に復旧。 百貨店、 ホテルなどのエレベーターが停

止、 約３０人が一時閉じ込められた。

●火災用排煙機作動ボタンが押され、 危険回避のため電気

管理システムのブレーカーが落ちた。 「出入りの納入業者の

野菜を運ぶかごとか段ボールが誤ってボタンに当たった可能

性がある」。 当時はビルの高圧受電設備工事中で電気回路

の一部を遮断していた。 つまり 3 重の問題があった。

●危機管理と言う点では、 日常ありうる問題です。 数年前に

ニューヨークでも大停電が起こりました。 我々の日常ではあり

得ないこととして生活していますが、実はあり得ることと考える

のが適当なようです。 良く考えて訳の分かった生活をしたい

と考えます。 その点、 プロパンガスは良い。

●よく効く誘引ゴキブリ殺虫剤 「ゴキブリキャップ」 好評発売中。

早い目に配置して下さ

い。 ■火災警報器好評

取付運動中。 ●今回の

恐慌の原因をよく理解し

ないといけない。 車の在

庫は 90 日、 長いもので

6ヶ月の在庫。 生産過剰

と投資等金融の一人歩

き。 恐慌はその自浄作

用。 あり得る危険。 （正）

2009/4/3 花柄～蕾が 1.6cm を

超えると1 週間後に開花
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梶本さんちの野田藤

●毎朝ワンコの散歩でこの藤棚の横を通って、 西図書館か

ら舞鶴公園に到る遊歩道に行きます。 ここのところ日に日に

藤の花がたわわに咲き誇り、 目を楽しませてくれます。 田辺

城の城門を出て、 明倫館正門前を通過、 帰路の明倫緑地

のツツジも、 例年より早い様ですが綺麗です。

●大阪府泉南市の熊野街道沿いの 「進達宿」 に 「野田藤」

の大変立派なのがあるようです。 元小学校長の梶本昌弘さ

んが 30 年ほど前に茎径 2cm 高さ 1m の苗木を庭に植えられ

た。 丹精の甲斐あって、 枝の長さが 30m に及び、 通路を

覆う非常に大きな藤棚が出来ました。

●古来 「吉野の桜、 野田の藤、 高尾の紅葉」 と言われる

位で、 元々大阪市福島区の野田村がその由来になった藤

ですが、 こんなに大きく美しいものとは思わなかった。 4 月

29 日に公開が終わり、 30 日には花房の剪定をされる様で

す。 当の梶本さんは昨年の暮に他界された。

●梶本さんの意思を継ぐ多くのボランティアの手で手入れを

されている。 「大阪府ミュージアム構想」 にも登録されてい

る。 「お礼肥え、 寒肥、 心肥えの三拍子揃った肥料を与え

続けた結果、 今では２万７千もの美しい花房をつけるまでに

成長」 とのこと。 手入れ、 養育が大事なのは皆同じか。

「まいづる今だけ商品券」 の取扱い
● 3 月 17 日から支給の受付が始まった 「定額給付金」 で

すが、 総務省によると、 施策の目的は 「景気後退下での

住民の不安に対処するため、 住民への生活支援を行うこと

を目的とし、 あわせて、 住民に広く給付することにより、 地

域の経済対策に資するものです。」 とのことです。

●舞鶴商工会議所では、 この給付金を何とか地域で消費し

てもらおうとプレミアム付き 「まいづる今だけ商品券」 を発行

しました。 この商品券は１セット10,000 円で舞鶴市内の 「加

盟店」 で 「商品券として」 使用出来ます。 9,000 円で購入

出来るので、 お買い物が約１割お得になります。

舞鶴乳児保育所の藤棚

●その約１割分は加盟店と舞鶴市が半分ずつ負担をする。

総額は３万セット、 約３億円分だそうですが、 ４月２７日の発

売初日に１億３千万円分売れたそうです。預金の金利からす

れば１割の割り増しですから、 相当なものです。 商工会議

所や加盟店としては何とか舞鶴市内にお金を落としたい。

●舞鶴市内の商店、 約３００社が加盟。 実は当社も加盟し

ています。 新規需要を望むところですが、 アンケートによる

と 41％が生活資金に使う、 と言う県もあり、 「目的」 にも 「住

民への生活支援」 とありますから、 ガス代金の支払にご活用

頂いても結構です。

●ご使用期限は７月３１日まで。 お釣は支払われません。 自

動振替のお客様は、 ご持参頂ければ、 その分入金処理を

しますので、 翌月の請求から差し引かれます。 IH コンロより

安全で、 使いやすく、 綺麗な、 ビルトインコンロが出ていま

す。 この機会に是非お求め下さい。

クレジットカードの取扱い
●ガス代金等のお支払について、 従来市内の金融機関で

の自動振替をお世話になっていますが、 今度 「クレジット

カード」 支払が出来るようになります。 現在カード会社との手

続きを行っていますが、 お客様からの受付を開始します。

●JCB、AmericanExpress、MasterCard、VISA、DinersClub、

Nicos 各社です。 お客様での手続きは 「ガス料金クレジット

支払申込書」 をお書き頂き、 当社にご提出下さい。 現在の

ところ７月分のガス代から出来る見込みです。 ガス器具など

のついてもクレジットカード払いが出来ますが、この場合は別

途同様のお申し込みが必要です。 ご活用下さい。

展示中リンナイ新DELICIA

●明倫緑地のツツジは少し早め。

■高効率給湯器の補助金申請開

始。 この機会に13％ガス量削減省

エネ型のものを是非ご検討下さい。

●植物は人間由来の手当てや温暖

化の変化にちゃんと応える。 （正）
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今日のおかず

●夕食をとっていると 「ピンポ～ン、 J です。」 近所の釣好

きの青年 J ちゃんが今釣ったばかりの 「メバル」 を持ってき

てくれました。 まだ生きていて口をパクパクさせています。 煮

付けにして頂きましたが、 新しいので大変おいしい。

●サワラもよく持ってきてくれて、油が乗っていて塩焼きがお

いしい。 サワラ、 幼魚のサゴシはもともと東シナ海で獲れる

温帯性の魚ですが、海水温の上昇が原因といわれています

が、 漁場が北上していいます。 特に 2000 年ごろから、 京

都府でも漁獲高が急激に増えています。

●いずれにしても、 おいしい魚が食べられる事は舞鶴で生

活する大きな意味ですが、 舞鶴の中にいるとなかなか分ら

ない。 知り合いのＴちゃん、 出産で 3歳のkちゃんと舞鶴に

帰ってましたが、 k ちゃん 「トト」 が大好きで、 特にさばの

皮がお気に入りになった。

グループホーム
●社会福祉法人 「真愛の家」 が経営する、 近所の北田辺

にあるグループホーム 「ふれあいホーム親愛」 から町内会

にお声がかかって、 「振り込め詐欺」 にまつわる講演会と紙

芝居がありました。 グループホームとしても地域とのつながり

を大事にしたい、 という思いがあるようです。

●舞鶴警察署生活安全課の講師の話によれば、 分ってい

るだけで、 昨年全国で 2 万件、 276 億円の被害があったよ

うです。 平成 21 年になって、 既に京都府では 303 件、 3

億 1 千万円の被害。 舞鶴市では 3 件、 670 万円の被害が

既に起こっているとのことです。

●被害はご老人だけではなく、 知り合いの奥さんも、 寸で

のところでご主人に連絡がつき事なきを得ています。 ご主人

が事故を起こし、 示談金をすぐ払わないといけないと、 ATM

までは行きました。 近は架空請求詐欺、 融資保証金詐

欺、 違約金詐欺の新手も加わっています。

まだ生きているメバル

平安レディースの紙芝居

●山口県で一酸化炭素中毒事故があったようです。 （6/3現在原

因未確定）ガスコンロは、換気扇を回し青い炎で使って下さい。こ

れで大丈夫。 ●オール電化の訪問販売で、 「負担 0 円」 の言葉

に、 家のローンに加えて新たに負債を抱える人が増えています。

ご注意。 ●ブラジル沖で旅客機墜落。 落雷で電気系統損傷制御

不能。やはり制御は原理的なワイヤーが良いのではないか。（正）

●舞鶴署の講師の話の後に、 防犯ボランティア 「平安レ

ディース」 の方々が紙芝居をされました。 振込め詐欺の話と

舞鶴の民話。 近はパソコンでパワーポイント （マイクロソフ

ト社のスライドソフト） を使ってスライドで説明される場合が多

いが、この手作りのスライドショーも味わいがあってよかった。

●リフォーム工事詐欺も危ない。 大体は 「アポインター」 と

呼ばれる女性が、 電話を順番に掛ける。 話を聞いてくれそ

うな人をピックアップする。 その情報に基づき経験豊富な営

業マンが訪問し成約する、 というパターンが多い。 大事なの

は、 知らない人の話を鵜呑みにしないことです。 大手企業

の代理店を名乗ってくる場合も多い。

●愛知県の長久手町に 「ぼちぼち長屋」 という多世代住宅

があるそうです。 要介護の高齢者 13 人と子育て家族 4 人、

4 人のOL が一つ屋根の下で暮らしている。 （日経新聞5/6）

ぼちぼち長屋は福祉施設ではなく、 賃貸住宅で、 高齢者は

共同生活をしながらホームヘルパーの訪問介護と家族の介

護を受ける。

●世代を超えた共同生活ですから、 ふれあいもあるが、 も

めごとも当然あるらしい。 ただもめごとがあると、 おばあちゃ

んたちは生き生きする。 夕方になって帰ってきた OL が挨拶

もせず黙ったまま自室に戻ることもある。 ヘルパー y さん 「こ

んなものです。 コミュニケーションの問題はあるにしても、 近

くにお互いの存在を感じるだけで心持は全然違う」 らしい。

●近所のご夫婦にそんな話をしてみると、やはりそういう不安

はあって、 T さんは 「若い人にも入ってもらって、 介護をし

てもらうのもいいなあ」 とその気になっています。 しばらくは

これを機会に妄想を膨らませるのも面白いかも知れない。
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洋館

●上安久にある学校法人聖ヨゼフ学園、日星高等学校にガ

ス器具のメンテナンスに行く機会がありました。 とても古いゲ

ストハウスがあって、 「ヨゼフハウス」 と名前がついています。

近はあまり使われていないようですが、 周りを木立が囲

み、 雰囲気があります。

●いくつか石のテーブルとベンチがあって、 かつてはここで

語らいがあったことを想像してみます。滋賀県の近江八幡に

は、 アメリカ人建築家のウィリアム・メレル・ヴォーリスが作っ

た洋館があって、多くがその家を愛する住人によって大事に

保存され現に住まわれています。

●近年この様な木造建築が姿を消し、 一見きれいですが無

機質な、 建築物がたくさんできています。 「コンビニエンスス

トア」 も同様で、 舞鶴市内には２８店舗あります。 ７月には

もう１軒開店の予定。 同様のつくりなので、 店の前にいると

一瞬自分がどこにいるのか分らなくなります。

● 近開発された新興の町では、大手メーカーによるカタロ

グ商品の、 似かよった家の町並みで、 迷子になりそうです。

そういう意味で、 それぞれに持ち味のある、 大工さんが作っ

た、 在来工法の家は貴重で、 心が和みます。 竹屋町辺り

は結構そういう家が残っています。

想像する共同住宅
●いつもガス代金をご持参頂く U さん、 たまに小誌につい

ての貴重なご意見を頂きます。 5 月号に紹介した、 要介護

高齢者と若い人たちが共同生活する 「ぼちぼち長屋」 はよ

く共感された様でした。 この件については、 他にも何人か

から同様に 「作って」 と言われたのでした。

●編集者としては、 「妄想」 をしているだけであって、 実現

する力も金もないわけですが、 宝くじだけは買っていますか

ら可能性は 「ゼロ」 ではない。 しかし、 我々を含めたご老

人たちの 「想像」 や 「夢」 もある訳ですから、 税金を集め

て、 バラ撒いている機関がこのことを考えても良い。

日星高等学校ヨゼフハウス

●暮のカレンダーですが、 「どこからも貰うので不要」 のお客様に

は、 代わりに 「暮らしの手帳社のふきん」 をプレゼントします。 8

月31日までにご連絡下さい。●夏にはハワイアンがいいな。（正）

●先の５月の連休で、 高速道路が 「1,000円」 になって、 車

で遠出をする人は非常に多かった。 特に高松へ日帰りで讃

岐うどんを食べに行った人は、 さぞおいしかったでしょう。 拙

宅では昨年は所用があって四国松山に行きましたが、 今年

は相当の混雑を敬遠して行きませんでした。

●このために 5,000 億円の税金が投入されたのですが、 そ

れなりの経済効果は、 きっとあったのでしょう。 フェリーを

やっている 「瀬戸内海汽船」 に友人がおりますので、 個人

的にはやはり 「地方の小企業が追い詰められている」 と感じ

ています。 採算の合わない小航路がなくなっても困る。

創造する木造住宅
●お客様のSさんが在来工法木造住宅を建築中です。 電気

の 「地産地消」 といえる 「コージェネレーション （熱電併給）

システム」 の 「エコウィル」 を採用して頂きました。 自宅で、

本田の 163cc のエンジンで 1kW の発電を行います。

●４サイクル水冷エンジンですから、周りから廃熱が出るので

すが、 この熱を回収して 140 リットルのタンクにお湯を貯め

る。 このお湯を利用して給湯、 更に熱交換をして床暖房、

フロの追焚き、 浴室暖房乾燥を行います。

●このエコウィルのエネルギー効率は 85.5％です。 実は火

力発電所で電気を作り、 自宅で電気を使う場合のエネル

ギー効率は 40％で相当悪い。 この 「エコウィル」 を使用す

ると、 現状が従来のガスの給湯暖房システムを使用していた

としても 26% の二酸化炭素の削減となります。

● O 工務店さんによって建築中ですが、 断熱材に 「羊毛」

を使用されています。 吸湿性が非常に高く壁が呼吸。 自然

の材料を使用していますから、 生産における二酸化炭素の

発生量が少ない。特に化学物質が使われていないので生理

的に安全。 O 工務店さんは自然素材にこだわっています。

羊毛の壁の断熱材
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イギリスの家

●近所の T さんがイギリスに旅行。 特に南部の地方を回っ

たとのことで、 写真を見せて頂いた。 ほとんどの家が相当に

骨董品のようです。 Tさんの家も百年は経っている木造住宅

ですが、 それどころではない３～４００年経っている家がごろ

ごろある。 中には７世紀ごろと言うのもあるらしい。

● 近の日本の住宅の寿命は３５年とも言われています。

国土交通省の建設白書によれば、建替えの平均年数はさら

に短く２６年。 中古住宅の市場が欧米と比べると少ない、 と

ういう原因もあるようですが、 基本的に 「考え方」 やそれに

伴う 「ライフスタイル」 が全然違う、 とも思えます。

●拙宅で使っている石油ストーブ 「アラジン社」 の 「ブルー

フレーム」。 結婚した３６年前に買ったものですが、 メイド ・

イン ・ イングランド。 まだ健在で完全燃焼の青い炎。 原始

的で壊れようがない。 マッチ点火。 但し、 近の高気密高

断熱の家で使うのには、 換気を十分にしないと少し危険。

●ここの家は基本的には石造りですが、かやぶきのものもあ

る。 内部の設備は更新されているようですが、 さすがに

ウォッシュレット （日本のお尻を洗ってくれるシャワー） は無

かったようです。 ともかく相当に永くお住まいになっていま

す。 新築中の家は見なかったとのことです。

進化するトイレ
●小さい時から、 お腹が痛くなって、 下すことが多かった。

学校で臭いトイレに座ることもしばしば。 「正露丸」 は良くお

世話になりました。 その所為か、 よく拭く訳で、 しまいに血

がにじむ。 ウォッシュレットは大変助かる。 しかしこれは日本

だけの物のようです。 便器は洋式が出荷の主流。

●ところが自宅で高機能のトイレになれた子が、学校で悩む

ことになる。 和式を使ったことがない子が便器の縁に座った

り、 立ったまま小便器が使えない子もあるらしい。 快適さ、

簡単さ、 便利さに慣れすぎてもいけない。 そこに生きること

に不便さもあるが、 味わいもある様な気がするのです。

イギリス南部ダンスターの町の家

●知り合いのFちゃんの娘のKちゃんは３歳。昼間遊んだおもちゃ

は晩御飯の前、 ５時には片付けないといけないことになっていま

す。 Fちゃんはそのままにしていると 「お母さんが片付けて、 捨て

てしまうよ」 と、 本当に捨てるそうです。 K ちゃんはあわててお片

づけ。この頃、理屈を言うようになって、「何度言ったら分るの！」

と叱ったら「４回！」と答えたそうです。３回は言わないといけない

らしい。 ●ここのところ３秒前の記憶が定かでない。 家内に同じこ

とを言ったら、 きっと３回目ぐらいの筈が、 「１００回」 と言われた。

●暮のカレンダーですが、 「どこからも貰うので不要」 のお客様に

は、 代わりに 「暮らしの手帳社のふきん」 をプレゼントします。 8

月31日までにご連絡下さい。 ●事務所の窓ガラスに 「遮熱フィル

ム」 を貼りました。 カタログによると窓際の温度が６℃下がるらし

い。 確かに太陽の輻射熱は相当防げるようです。 ２００９年度の

「環境改善計画」 は電力量3％削減。 エアコン設定温度は２８℃。

●９月１日は 「防災の日」。 倒れるものはないか。 要確認。 （正）

リンナイ高効率ビルトインコンロ 「デリシア」

新高効率ガスコンロ補助金付リース
● 近のガスコンロは非常に高効率になっています。デザイ

ンも極めて優れていて、 安全性が大変高い。 写真のリンナ

イ 「デリシア」 RS71WG7R-SL型には全口にSiセンサーがつ

いていて、①焦げ付き消火機能②鍋無し検知機能③揚げ物

温度調節機能④炊飯機能 （一合からおいしく炊けます） ⑤

湯沸機能 （湯が沸くとお知らせして止まります） ⑥コンロ消し

忘れ消火機能⑦グリル消し忘れ機能がついています。

●また⑧感震停止 （地震が起こったら自動消火） ⑨オートグ

リル機能 （魚を自動的に焼き上げる） ⑩パノラマワイドグリル

⑪土鍋炊飯機能⑫ダッチオーブン機能があって、 おいしい

オーブン機能が充実しています。 それに⑬ガラストップで掃

除が大変しやすい。 事務所で展示、 実演しています。 是

非一度見に来て下さい。 本体定価税込 276,150 円ですが、

特別価格 179,500 円 + 標準工事費 5,250 円です。

●８月中旬から国の補助金が 30,000 円付いたリース販売を

行います。 本体について補助金を差し引き、 ５年間のリース

を行います。 月々のリース料は2,678円で大変お得です。補

助金該当機種は、 他にもお客様のご希望に叶うものがたくさ

んありますので、 この好機に是非ご検討下さい。 数に限りが

ありますので、お早い目に担当者までお問い合わせ下さい。
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岩手の家

●８月に勉強会があって空路、 秋田に行きました。 「風力発

電と分散型エネルギーシステムの課題」 がテーマで、 秋田

県大潟村にある新型風力発電設備 「スパイラル ・ マグナス」

風車を見学、 説明を受けました。 従来のプロペラ型風車と

比べて、 低回転で静か、 低風力で発電が出来るようです。

●大潟村は 「八郎潟干拓事業」 で出来た村で、 秋田の米

どころ。 当日秋田市内は丁度、 東北三大祭、 青森の 「ね

ぶた」、 盛岡の 「さんさ」 と並ぶ 「竿灯まつり」 の日に当たっ

ていました。 夜の会議の後は、 提灯を沢山取り付けた竿を

操る妙技を見ることが出来ました。

●翌日の午後は、 適当な航空便もなく、 花巻空港経由で

帰ることにし、 秋田新幹線で盛岡経由、 新花巻に降りまし

た。 ここは 「銀河鉄道の夜」 で有名な宮沢賢治が、 生まれ

活動した所で、 彼はここを理想郷として 「イーハトーブ」 と

表現しています。 この地域の風景は誠に印象的です。

●特に家屋は、 その地域の気候風土、 生活そのものを表

しているように見えます。 屋根の形は独特で、 昔の風呂屋

さんのような 「入母屋づくり」 の様です。 近くに小岩井農場

もある通り、 「マンサード」 と呼ばれる２種類の勾配のある屋

根を持つ納屋も沢山ありました。

●柳田國男の 「遠野物語」 で有名な遠野市もそう遠くなく、

来年には発刊１００周年を迎えるイベントがあります。 カッパ

をきゅうりで釣る方法を教えてくれる人や、 座敷わらし、 妖

怪もまだいるようです。 インターネットのこの時代に忘れてし

まった大事なものがまだあるようです。 もし今度機会があれ

ば是非行ってみたいと思います。

●このような地域でも、 大手メーカーによる均質な新しい建

物がどんどん建っています。 集合住宅も当然ながら同じデ

ザインです。 地域や風土の表現ということはない。 そのこと

が逆に人間の存在の仕方を表しているのかも知れません。

しかし会った秋田美人はめんこかった。 「せば （では）。」

岩手県花巻市の農家

リンナイ製ガラストップコンロ、 ハオ S650VGAS(CM)

高効率ガスコンロ補助金付リース
●８月から国の補助金付高効率ガスコンロを好評発売中で

す。 対象コンロにつきましては、 税別定価の 65％に特別値

引きし、 機種によって 14,000 円から 30,000 円の補助金を差

し引き、 月当たり 1.81％～ 1.85％のリース料率 + 消費税で

販売します。 リース期間は５年間ですが、 その後、 私どもは

所有権を放棄します。 大変お得な制度ですが、 ここのところ

の政治情勢で、 来年分は誠に不透明です。

●通常のテーブルコンロタイプの 高級品、 写真のハオ

S650VGAS(CM)は本体税込み 115,500 円を月々税込 1,092

円でリース。 なおこの機種の写真の展示現品は 1 台のみ

月々 920 円。 ガラストップ、 水無両面焼、 揚げ物温度自動

調整、 炊飯機能、 コンロタイマー、 グリルタイマー、 更に焼

き上がると自動的に消火するオートグリルが付いています。

●上記機種にオートグリルのみが付いていないベーシックタ

イプハオ S650VGTS(SL)、 ハオ S630VGTS(SL)は月々 966

円 。 ビ ル ト イ ン コ ン ロ で は 高 級 デ リ シ ア シ リ ー ズ

RS71WG7R2-S、 75cmタイプ月々 2,678円。 中級マイトーン

シリーズ RS78W7G10R-V、 75cm タイプ月々 1,859 円。 ベイ

シックタイプ RS31W3A2RV、 60cm タイプ月々 1,423 円等。

●なおビルトインタイプは別途標準工事代 5,250 円を申し受

けます。 補助金の枠があるので数量に限りがあります。 後程

の契約によってはリース料率が 1.85% になります。 お早めに

是非お求め下さい。 ちなみに CO
2
の発生量は従来ガスコン

ロを１とすると新型コンロ 0.9、 IH コンロ 1.78 （火力平均）。

●８月の２２日頃は舞鶴市内のどの町内でも地蔵盆。 カレーや焼

きそばをする町内会もあって、 お客様には小型のガスボンベと鋳

物のコンロを貸し出しています。 ●内の町内会でもやったのです

が、 全体的に高齢化し、 子供の数も大変少なくなっています。 町

内会によっては子供が居ないところもあるらしい。 ●知り合いのF

ちゃんの娘の３歳になる K ちゃんは大阪に住んでいますが、 この

時期は実家に帰って過ごすので毎年飛び入りで参加。今年生まれ

た妹と２人、 少しは瞬間人口が増えたようです。 ●昼間仕事で外

に出てコミュニケーションのない大人たちも地域の人たちとのつなが

りを強くする良い機会です。 ●そろそろマスク。 （正）
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コスモス

●コスモスの元の意味はギリシア語で 「宇宙」、 それも秩序

がある 「宇宙」 のことのようです。 反対語は 「カオス」 で 「混

沌」「無秩序」。そう見れば、この花も細微に渡って秩序だっ

た自然の造形があります。 食卓の上ではありますが、 花弁

に宇宙を見ることも出来ます。 漢字では 「秋桜」。

●ここの所、 新政権の誕生で、 全地球的な課題 「地球温

暖化」 について大きな進展がありました。 1997 年、 京都議

定書で 「二酸化炭素の排出量を1990年と比べて2008年～

2012 年に先進国全体で 5.2％、 日本は 6％削減する」 と約

束しました。 実際は 7.8％上昇し、 13.8％の削減が必要。

●新政権は 「2020年に 25％を削減する」 という相当 「野心

的な」 目標を打ち出しました。 国際的にもいろいろな条件を

満たしてのこととしても、 一般の国民生活においても相当な

工夫と努力が必要な値であることは間違いありません。 特に

「家庭部門」 で、 1990 年比でむしろ 37％も増えています。

●市内の小学校で環境学習の授業があって参観する機会が

ありました。 対象は5年生。 講師は舞鶴市生活環境課係長

さん。 いったい地球温暖化とはどう言う事ことなのか。 アル

プスの氷河の写真が写し出されます。 1984年にはあった氷

河が 2006 年には解けて下の方に湖が出来ています。

●地球の平均気温は特に 「産業革命」 以後急激な温度変

化があり、 1900 年から百年間には 0.75℃上昇しました。 今

後 100 年間で更に 1.1 ～ 6.4℃上昇すると言われています。

その 「地球温暖化」 の原因が 「二酸化炭素」 を中心とした

「温室効果ガス」 と言う訳です。 いくつかの用語は小学校 5

年生には未知の様でしたが、 概ね理解されたと思います。

● 後に男子から質問。 「ごみ拾いをすれば、 二酸化炭素

が減るのですか？」 この質問は参観者に向けられ、 回答す

ることになりました。 「大変難しい質問です。 直接的には関

係はないかも知れません。 清掃活動をしたからと言って、 科

学的に二酸化炭素の量が減るということはありません。」

● 「ただ、 環境問題を考える時、 人間としての生き方、 ど

食卓の上

●知り合いの３歳になるKちゃん、3月に生まれた妹が活動的でK

ちゃんが散らかしていたおもちゃを奪う。Kちゃん、良くお片づけす

るようになったらしい。 ■ギフト券など当たるハッピーライフキャン

ペーン開始。 「オール電化」 もやっています。 担当者にカタログご

請求下さい。 ●火災警報器好評取付中。 ●ぼちぼちマスク （正）

のようなライフスタイルか、 ということは大いに関連があるの

で、 結果的に清掃活動をすれば、 二酸化炭素の排出量は

減ると思います。」 という意味のことを答えました。

● 「用語」 は大いに問題があったと思います。 ひょっとして

「倫理」 という言葉も使ったかもしれません。 「分りました

か？」 との問いに 「ハイ」 とは素直に答えてくれましたが、 ど

うだったでしょうか。 この問いは我々への問いでもあります。

●地球環境問題は 「科学的側面」 「経済的側面」 「精神的

側面」 をそれぞれ考えないといけない。 結局はライフスタイ

ル、 我々の生き方の問題が根のところにある、 と思えます。

「電気代が安くなった」 （経済的側面） と言って 「二酸化炭

素の削減」 （科学的側面） と同じではない。 「効率が良い」

（科学的側面） からといって、 エネルギーや資源を沢山使っ

てよいか。 「もったいないの精神」 （精神的側面） も大事。

●会社では 「KES 環境マネジメント」 といって 「どうすれば

地球環境を改善できるか」 を考えながら、 いくつかの活動を

行っています。 今年は①事務所の電力量の3％削減を目標

にしています。 お客様が来られてない時はショールムを消灯

し、 年間 634kg の二酸化炭素の削減。

●②高効率型のガス給湯器を拡販すると、 我々のガスの販

売量は減少してしまうのですが、 二酸化炭素は 13％削減で

きます。 ③月に 1 回早朝、 隣の 「舞鶴文具」 さんと交互に

白鳥トンネルまでの清掃活動を行っています。 毎月、 缶・ビ

ン、 不燃物、 可燃物、 相当な量のゴミを拾います。

●舞鶴市生活環境課の御案内で 「菅坂峠」 の不法投棄の

現場を見る機会がありました。 引越しの時に捨てたのでしょ

うか、 冷蔵庫、 米びつ、 棚、 長靴、 電気製品、 何でもあ

ります。 使えそうなので金属製の棚を拾ってきました。 正に

「私たちの生き方」 が問われている、 と思えます。

菅坂峠、 崖の下の不法投棄物
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ライフスタイル

● 11 月 21、 22 日、 伏見区にある京都パルスプラザで 「京

都環境フェスティバル」 が開催されます。 府内の各地域で

環境保全活動に取り組むNPO団体、 学校、 企業が出展す

る参加・体験型のイベントです。 間に合えば御来場下さい。

●実は出展依頼がありました。 エネルギーという同業でいえ

ば 「大阪ガス」 さんや 「関西電力」 さんも出す訳ですから、

新型のコンロや高効率給湯器、 家庭用ガス発電 「エコ

ウィル」 を出しても、 かぶってしまうし意味がない。 一旦は

断ったのですが、 結局 「ものは試し」 と承諾しました。

●それで現段階では、 引き受けたはよいが、 どうすればよ

いかを悩んでいるところです。 そこで、 ここの所、 環境問題

について考える時に、 常にそこに戻ってくる 「ライフスタイ

ル」 のことをテーマにすることにしました。 題して少し大そう

ですが、 「私たちの生き方を考える」

●知り合いの歯科医 N 先生は、 とても愉快な人で、 「カロ

ム」 をしようとゲーム板を持ってやって来ました。 還暦を過ぎ

た 「中老」 は 「少年」 の様でもあります。 やってみると実に

面白い。 早速、 拙宅でも彦根にある日本カロム協会に連絡

し、 競技用の盤を購入することにしました。

●ルールは比較的簡単で、 ストライカーと呼ばれる自分の

色の丸印がついたの特定のコマを指ではじいて、 同じ色を

全体に塗ったコマを隅の穴に落としてゆきます。 交互にやっ

て、 後にジャックと呼ばれるコマを落とした方が勝ち。

●日本に入ってきたのは、 明治 38 年、 宣教師としてアメリ

カから来日したウィルアム ・ ヴォーリスが持ち込んだのが

初らしい。 彼はメンソレータムで有名な近江兄弟社を興し、

後に建築家となって、 「豊郷小学校」 などの洋館を残した。

●世界的には、 アメリカ、 カナダ、 イギリス、 ネパール、 イ

ンド、 マレーシア、 パキスタン、 中国では 「カーロンチュウ」

と呼ばれ、 それぞれ変形し、 あるようです。 南極観測隊も

持って行ったらしい。 その後日本では、 その彦根で生息し

続け、 滋賀県今津町でリハビリに活用されたりし、 1988 年

彦根カロム

●セイブ通信は 1990 年に創刊して来年 11 月に通算 240 号 20 周

年を迎えます。 読者の皆様に感謝します。 製本してみました。 御

希望の方がありましたら、 ご感想をお書きの上、 御応募下さい。

プレゼントします。数に限りがあります。■ギフト券など当たるハッ

ピーライフキャンペーン開始。 「オール電化」 もやっています。 担

当者にカタログご請求下さい。 ●11月から原則マスク着用。（正）

第 1 回カロム日本選手権大会が行われるに到ったようです。

●今、 ゲームといえば、 任天堂DSかソニーのプレーステー

ションが若い人たちの常識かもしれません。このカロムは体と

頭を使います。 ストライカーをはじいてコマに当てる時、 ビリ

アードと同じ要領で、 少し横に当てると斜めに飛ぶ。 そうい

うことを考えながら展開することになります。

● 「舞鶴掃除に学ぶ会」 と言うのがあって 「たかが掃除、 さ

れど掃除、 トイレ掃除で心を洗い、 心を磨く」 と白糸中学校

で月 1 回トイレ掃除をされています。 お誘いを受けてはおる

のですが 「毎朝のワンコの散歩があって」 遠慮しています。

しかし体を動かすことは重要で、 意味のあることです。

●さて 「環境フェスティバル」 の展示は、 この様な 「自分の

頭で考える」、 「自分の体で考える」、 「訳の分った暮らしを

する」 ことを通じて 「ライフスタイル」 考えることにします。 簡

単便利すぎる調理器具より、 プリミティブ＝原理的な 5kg ボ

ンベとイモノコンロ、 アウトドア用のバーベキューガスコンロの

組み合わせも面白いかな。

●お客様の奥さんはお店のカウンターでソロバンをご使用。

「これの方が分かり易い」。 近見なかったので感動をした次

第です。 月に 1度清道の事務所周辺の清掃活動をしていま

すが、 10 月は使用済 「紙おむつ」 を沢山回収。 捨てた方

の生活態度から、 その子供たちはどう育つのかな。

カメムシ捕獲
●今年はカメムシが多い。 知り合いの Sちゃんから捕獲方の

伝授を受けました。 5cm 幅の布製ガムテープを 10cm 切り取

り、 半分の中央部をカメムシの上から軽く押し当てる。 カメム

シの背中にテープがつく。 もう半分を折り曲げて密封する。

実に簡単で臭いを発することは全くなし。 お試し下さい。
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シンプル & プリミティブ、 単純 ・ 明解
●11月21、 22日、 伏

見区にある京都パル

スプラザで京都府主

催の 「京都環境フェ

スティバル」 が開催さ

れました。 舞鶴の関

係者では、 京都府生

活学校連絡協議会、

京都府生活協同組合

連合会が出展されていて、 存じ上げている舞鶴生活学校や

生協の組合員さんが出展者として参加されておりました。

京都環境フェスティバル1階会場

大阪ガスよりは小さいセイブリビングのブース

カロムに興じる京都の中学生

●設営は前日11月20日（金)

の午後だったのですが、 3時

には終了。 実は仕事で使っ

ている 「長谷川帆布」 のトー

トバックが破れてきたので、

平日に暇があれば行ってみ

たいと思っていた東大路、 八

●当社は 2 階の 「エコビジネスゾーン」 に出展しました。 毎

年出展している大阪ガスと差をつけるために、うんとローカル

な展開をすることにしました。 レンタル用のバーベキューコン

ロやイモノコンロ、 プロパンガスが電気より二酸化炭素の発

生量が少ないことを示すパネルなどを作成、 展示しました。

●ブースはそう忙しくないと想像されましたし、 元々 「私たち

の生き方としての環境問題」を考えることを展示テーマにして

おりましたので、 その考え方の表現する手段として 「彦根カ

ロム」 を持参しておりました。 「簡単便利な暮らし方を問う」

訳です。 ニンテンドー DS に浸かっている中学生もこのゲー

ムにはまった様です。 彦根に本社がある企業の社長がたま

たまお見えで、 その出会いにお互い驚きました。 確かに 「彦

根ではカロムは一家に一台あり、 皆知っている」 とのこと。

一澤信三郎帆布

■改正特定商取引法が施行。訪問販売には注意が必要。同じも

のなら地元の会社で購入するのが安心。地元経済も潤う。当社も

社会的責任を自覚し、お客様の安全で豊かな暮らしをお手伝いし

ます。 ■ギフト券など当たるハッピーライフキャンペーン実施中。

「オール電化」 もやっています。 カタログご請求下さい。 ● 11 月

から原則マスク着用。●展示をした写真のバーベキューコンロをレ

ンタルします。 ガス、 税込で 1 日 1 回 6,000 円。 当社で配達し回

収します。常識の範囲で掃除して下さい。●自動車のカーナビが

不具合。未知の場所に行く時、カーナビを使ってしまっていて順路

が頭に入っていないことに気がつきました。 近は地図で調べな

い。 ●修理のため代車を借りたら 「キーレスエントリー」 （ポケット

に発信機を持ち鍵無し乗車） だそうです。 電池が切れたら困るの

ではないか。便利は良いが「シンプル&プリミティブ」と叫びたい。

日本語としては 「単純明快」 なので受験生は注意。 カラー写真よ

りモノクロ写真の方がそぎ落とされた美しさがあるのです。 （正）

トートバック

坂神社よりやや北にある 「一澤帆布」 の 3 軒南の 「一澤信

三郎帆布」 で新しいトートバックを入手しました。 平日でもお

客が多い。 休日は行列の様です。

● もベーシックなトートバックを 1 個余分に入手しました。

ホームページに依れば型番 H06、 サイズ 04、 色はねずみ

です。 上部横 46cm縦 30cm下部マチ 9cm。 プロパンガスの

お客様で、 ご希望の方にプレゼントします。 ①はがきに②ご

希望の旨③セイブ通信のご感想④ご住所⑤お電話番号⑥御

ご本人のお名前⑦お客様コード番号をお書きの上、 ご応募

下さい。 締め切りは 2010 年 1 月 11 日必着とします。 複数

のご応募の場合は抽選。

胃カメラ

今年の遺言

●9月に健康診断。 胃と大

腸に問題の可能性がありま

した。 毎年引っかかってい

ます。 この日は胃カメラの

日。 体が反応してしまいま

す。 カメラを見ただけで

「オェッ」。 「森下さんまだ

何もしてませんよ」 と看護

婦さん。 組織を取り検査。 再検便で便潜血を調べる。

● 2 週間後、 結果を聞きに日赤で再診。 組織は悪性では

なく、 その後の 2 度の検便でも陰性で問題なし。 大丈夫で

した。 この 2 週間は 「悔いのない生き方であるのか」、 自省

する日でもあるのです。 来年の遺言はどの様になるのかな。




