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《姫路城の桜》
日本人が花といえば春のものであり、その代表は『桜』。そして、姫路城の魅力を語る
上で忘れてはならないのが、『姫路城の桜』です。
城内にはソメイヨシノ、ヤマザクラ、シダレザクラなど約 1,000 本もの桜の木があり、
春には名城と美を競い、私たちの目を楽しませてくれます。
《さくら名所 100 選にも選ばれた姫路城の桜》

                 姫路城がユネスコの世界遺産に登録されたのは平成５年 12月。それに先立って平成
                 ２年４月にはさくら名所 100選にも選ばれ、桜の名所としても知られています。

慶⾧５年 (1600年 )、姫路城主となった池田輝政が、9年の歳月をかけて複雑な縄張りと壮麗な天守閣を築いたのは有
名なお話です。輝政から三代後の城主、本田忠政が三の丸と西の丸一帯を増築して、ほぼ今見られるような城の姿が
完成しました。この頃には徳川幕府の安泰も確かなものになり、忠政が築いた建物には戦時色が薄く、三の丸に築い
た本城は政務を行う城主の居館であり、三の丸の武蔵野御殿と西の丸中書丸は、忠刻 (忠政の嫡男）とその妻の千姫
(家康の孫娘 ) のために建てられたといわれています。姫路城の中でも三の丸広場と西の丸庭園に桜の木が多いことに
ついて歴史的な背景は分かりませんが、戦乱の世に生まれ姫路城時代が唯一幸せだったと伝えられる千姫の、平和を願
う思いに通じているのかもしれません。

《なぜ桜の木が多いのか・・・》

《姫路城の過去の開花状況》
  豪雪に見舞われた平成 23年と、全国的に寒冬であった平成24 年を除き、例年４月２日から５日頃に満開を迎えていま
  す。今年は千姫をテーマとした夜桜会が西の丸庭園にて４月 1日 ( 金）から７日 (木）までの 7日間開催されています。
  

母の日
５月 14日

６月 18日

             ◆母の日の由来◆
            一般的には、古代ローマ時代のローマで、神
            々の母リーアに感謝するための春祭りが行わ
れていたのが起源であるとか、17 世紀のイギリスで復活祭 (イースター
)の 40日前の日曜日を『マザーズ・サンデー』とし、母親と過ごすため
に出稼ぎ労働者を里帰りさせていたのが広まったからなどの説がありま
す。日本の母の日に関しては、アメリカのジャービス母娘の活動から始
まったというのが定説となっています。
             ◆父の日の由来◆
            アメリカのソノラ・スマート・ドットが、南
            北戦争後、男手ひとつで 6人の子供を育てて
くれた父への感謝の気持ちを表すため『母の日のように父の日もあるべ
き』と 1909 年頃から活動し、1972 年にアメリカ国民の祝日になりまし
た。

母の日 父の日

１位

２位

３位

４位

５位

１位

２位

３位

４位

５位

鉢植えのお花

デザート（和・洋）

花束

一緒に食事

洋服・小物（傘・ポーチ）

お酒

洋服

おつまみ・一品

スイーツ（和・洋）

一緒に食事（自宅）

贈り物ランキング

父の日

・母の日にプレゼントを贈った経験：実母には約８割。義母には毎年送る派と全く贈らない派に二分。
・母の日に本当にほしいプレゼント：物よりも、子供と一緒にすごす時間や思い出作りが人気。
・父の日にプレゼントを贈った経験：《贈ったことがない》人が母の日より1割ほど多い結果に。
・父の日に言って欲しい言葉：『お父さん、いつもありがとう』（46.3％）がダントツ。

端午の節句とこどもの日
 ◆端午の節句の由来◆
『端午』とは『月の初めの午 (うま ) の日』
を意味しますが、５月が十二支でいう午の
月であることから、『端午』といえば５月
５日を指すようになりました。

 ◆鯉のぼりの由来◆
       ５月が近づくと、あちこち
        で鯉のぼりを見かけるこ
        とができます。どうして
        鯉のぼりを掲げるのでし
       ょうか。
 【登竜門伝説にあやかって】
江戸時代、男の子が生まれた印として幟 (
のぼり ) を立てた武家をまね、粋な町人た
ちが和紙で作った鯉の幟を掲げたのが始ま
りです。鯉は立身出世のシンボルで、鯉が
滝を昇って龍になったという『登竜門』伝
説に由来します。
 【吹流しはなぜ５色？】
鯉のぼりの中には５色の吹流しがあります
が、この色にも意味があります。古代中国
の陰陽五行説に由来し、『木=青・火=赤・
土=黄・金=白・水 =黒』を表しています。
これを五色 (ごしき ) といい、陰陽五行説で
はこの５つの要素がこの世のものすべての
根源と考えられています。

より快
お手伝

Y 様邸  キッチン改装工事 Ａ様邸  洗面台取替工事

イチゴ狩り はいかがですか？

ぶらんこいちご園 花岡農園

                                        甘味たっぷりのあきひめが
                                        鈴なりに。 高設栽培なの

                                        で、 立ったままでもイチゴ
                                        狩りができます。 桃のよう

                                        な芳香をもつ桃薫や新品
      種のイチゴなど日によって異なる様々な種類のイチゴ
      が楽 しめます。

　のお出かけに春
                                    約 680 株のゆめあまか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　の生産をはじめ、 紅ほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　っぺ、 あまクイーンを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　栽培しています。 例年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月上旬から５月中旬
の完熟を迎える時期に摘み取りの体験が実施されま
す。 摘んだ分だけの量り売りなので、 食べられる量

の収穫体験を満喫できます。

第31回ひめじぐるめらんど

姫路の春を彩る恒例のイベ
ント 『ひめじぐるめらんど』

を開催され姫路を中心とし
た食品会社等による名産 ・

特産品や食の販売を行われます。（去年の会場の様子）

Ｔ様邸  玄関フローリング張替工事
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BeforeBeforeBeforeBefore

照明も明るく鏡が良く見えるようになりました。洗面器が
白くなったことで一層明るさが増したように思います。
収納力もＵＰしヘアケア用品やメイク道具までたっぷり収
納できます。毎日使用する場所なので、良い朝のスタート
が切れそうですね♪

ＵＰしました。吊戸棚収納が以前より縦長になったので中の物が
取り出しやすくなりました。コンロの高さがフラットになり調理
場所も広くなりました。シンク下収納は引き出しタイプなのでお
鍋やフライパン等の調理器具もたっぷり入ります。ストック収納
もできますね。これでキッチン用品はすべて収納できます♪♪

階段の上がり口のきしみが気になるとご

相談いただき、玄関フロアーの床板張替

工事をさせていだだきました。中庭風に

されていた所も全面フローリングに変更

したことで以前より広く感じられます。

玄関上がり口も気にされていたので綺麗

になったと喜んでいただけました。

色調も少し落としたことによってシック

な仕上がりになりました。

AfterAfterAfterAfterAfterAfterAfterAfter

換気扇の修理依頼をきっかけに、キッチ
ン改装工事のご依頼をいただきました。

キッチンはＬＩＸＩＬのシエラを選ばれ、
以前よりシンクも大きくなり収納力も



お手入れ情報お手入れ情報ま ～お手入れ・
  補修の目安～ アルミサッシ・樹脂サッシアルミサッシ・樹脂サッシ

玄関建具 玄関建具 

・ ちょっとした不具合でも、 長期間放っておくと徐々に大きな痛みになるので、 日頃から点検を心がけましょう。

・ キズや塗装のはがれをそのまま放置すると、 本体の劣化を早めてしまうので、 早めに対応しましょう。

・表面塗装には優れた耐久性、 対候性を持つ塗料を用いていますが、 シンナー類やベンジンなどを使用すると、

　塗装がはがれるおそれがあります。

・ ドアに重いものを下げるとその重みでドアがきしみ、 蝶番を壊したり、 ドアクローザーをいためる原因になるの

　で避けましょう。

・ レールに砂や小石がたまると戸の開閉に支障をきたすので、 日ごろからサッシブラシなどで取り除きます。

・ ２～３年を目安にゆがみやすき間がないかを点検し、 随時建付調整を行います。

◆

注意!

ドアクローザーの調整をする場合、 よく取扱説明書を読んでから行ってください。
方法を誤るとドアにはさまれたりして危険ですから注意してください。

10 ～ 15 年ごとにドアクローザーの取替えを検討、木製建具は 15 ～ 20 年で、アルミ製・銅製建具は 20 年～ 30 年で取替えを検討

木製ドア・引き戸

アルミ製ドア・引き戸
・週 1 回の割合で柔らかい布で水拭きし、半年に 1 回は住宅用洗剤を薄めた

　もので拭きましょう。洗剤と水気はよく拭き取ります。最後に乾拭きをし

　ます。

※寒冷地では冬季間の水拭きが結露や霜などの原因になることもあるので控えましょう。
※たわしやスチールウール、 クレンザーなどは表面を傷つけてしまうため使わないでく
ださい。

銅製ドア・引き戸

・流水をかけながら柔らかい布で汚れを洗い流します。汚れがひどいときに

　は住居用中性洗剤を薄めたもので拭きます。その後、柔らかい布でていね

　いに水拭き仕上げをして、洗剤と水気を拭き取ります。最後に乾拭きをし

　ます。

※寒冷地では冬季間の水拭きが結露や霜などの原因になることもあるので控えましょう。
※たわしやスチールウール、 クレンザーなどは表面を傷つけてしまうため使わないでく
ださい。

ドアノブ・蝶番・ドアクローザー

・ドアノブは、手あかで汚れているので念入りに拭きましょう。

・ドアノブのくもりが気になるときは、歯磨きや金属磨きを使用します。

・蝶番はドアの荷重がかかるため、定期的に固定ねじを締め、回転部分に

　シリコンスプレーを吹きつけましょう。

・ドアクローザーは、年に２回、速度調整弁を調整しておきます。

※ドアクローザー内の油の軟度の違いから、 夏と冬ではドアの開閉速度がちがっています。

10 ～ 20 年で戸車の交換、20 ～ 30 年で、サッシの取替えを検討

日常の お手入れ

日常の お手入れ

・ 汚れやホコリを放っておくとキズや劣化の原因になるので、 定期的にお掃除しましょう。

アルミサッシ

・ホコリは、そのままにしておくとサビの原因になるので、乾いた柔らかい布でこまめに拭きましょう。

・ひどい汚れは、住居用洗剤で拭き、さらに水拭きをして乾いた布で拭き取りましょう。

※キズがつきやすいので、 はたきがけなどでホコリをよく取ってから拭くようにしてください。
※アルカリ性や酸性、 塩素系の洗剤の使用は、 サッシの変色の原因となるので避けてください。

・住居用洗剤などを使用したら、ツヤだしと汚れ防止に、カーワックスか家具用ワックスを塗って仕上げ

　ておきましょう。
※ツヤ消し使用のサッシの場合は、 ワックスを塗らないでください。 色ムラができる恐れがあります。

・海岸地方や湿気の多い地方のサッシは傷みが早いので、こまめに掃除をしましょう。

樹脂サッシ

・お手入れはキズをさけるため、布やスポンジのような柔らかいものを使い、金属ブラシや金ベラは使用

　しないようにしてください。

・中性洗剤で定期的に行います。

・ひどい汚れは、中性洗剤、アルカリ性洗剤をうすめた液で拭き、さらに水拭きをして乾いた布で拭き取

　ります。
※キズがつきやすいので、 はたきがけなどでホコリをよく取ってから拭くようにしてください。
※ベンジンやガソリン、 エーテル、 シンナー、 アセトンなどの有機溶剤はつかわないでください。

・柔らかい布で乾拭きしましょう。汚れのひどい時には住居用洗剤をぬるま

　湯で薄めたもので拭きます。

・泥などがついた場合は、水かお湯で拭き取り、その後十分に乾拭きをし、湿

　気を残さないようにしましょう。

・月に 1 回の割合で専用ワックスを塗りましょう。

・熱に弱いので、アイロンやストーブをそばに近づけないでください。

・油性ペンなどは落ちなくなるので、付けないように注意しましょう。

・塩素系薬品（次亜塩素酸ナトリウムを含む漂白剤・カビ取り剤等）がサッシに付着したまま放置された

　場合、表面が変化することがあります。付着した場合はすぐに洗い落としてください。

窓枠

・サッシのレール部分にゴミなどがたまると開閉に支障をきたすので、サッシブラシ

　などを使い、定期的に溝の掃除をします。

注意!

◆ 窓枠と外壁の接する部分にはシーリング材が充填されています。 傷つけないよう
注意しましょう。
シーリング材が劣化すると、 割れたりはがれたりし、 雨漏りの原因になります。
その場合は、 当社にご相談ください。

◆

＜サッシのはずれ止め＞ 

お手入れなどのためにサッシ戸をはずした場合、 再び窓枠に取り付ける際は、 必ずはずれ止め部品を調整して

ください。 また、 日常使っている間でもはずれ止め部品がずれることがあるのでこの場合も調整をしてください。

ドライバーではずれ止め部品の調節ネジを緩め、 開閉に支障のない程度はずれ止め部品を上げます。

調節ネジをしっかり閉めて固定します。

※調整方法は貼付してある表示ラベル等でご確認ください。

※ご自分で調節が難しい場合は、 当社にご相談ください。


