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より快
お手伝

S 様邸  玄関段差解消工事

S 様邸  クロス張替え工事

する言葉を用い昨年の感謝と新しい時も変わらないお付き合いを依願する挨拶状を贈ります。 日本では昔から、 新

年を迎えると目上の人の所に出向きお祝いのご挨拶をする 「年始の挨拶回り」 という習慣がありました。 ところが交

際の範囲が広がってゆくににつれ、 遠く離れてしまいご挨拶を行えない遠方の人には年始回りの代わりとして、 新

年への思いを込めて賀状を書いて送りました。 明治時代に郵便制度が整い、 郵便はがきが発行されると 「はがきで

年賀状を送る」 という習慣が急速に広まっていき、 遠方の方のみならず近しい方へも新年に送る年賀状の文化とし

て定着し今日まで続いています。 近年はメールの普及に伴い、 新年の挨拶をメールで済ませるという人も増える中、

配達件数が激減してはいないという現状は、 お正月に届く年賀状は日本人として特別な思いのある書状と位置づけ

られているからかもしれません。 年賀状を書くという事は、 過去にお世話になった人、 親しかった人との思い出に心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をはせる瞬間もあり、 相手を思い自然と心通じる機会でもあります。 歴史ある年賀　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　状という習慣がある事での人との繋がりに感謝し贈りたいものです。

年賀状とは奈良時代よりある年始周りを起源に長

く続く日本独自の習慣です。 日頃お世話になって

いる方々に感謝の気持ちを込めて、 新年をお祝

接待やお酒の弱い人、 飲み過ぎてしまう人に二日酔いはつきもの。 翌日に響くと仕事などが

滞ってしまいますね。 症状としてはむくみ、 吐き気、 嘔吐、 頭痛、 下痢など様々です。

なぜ年末の忙しい時に大掃除？と思ったことはないです

か？大掃除は一年の溜まった汚れをキレイにすることはもち

ろん、 新しい一年を迎えるにあたって年神様への感謝、 五

穀豊穣を願って家中のすす払いを始めたのが 「大掃除」

の始まりと言われています。

空腹を避ける･･･肝臓でアルコールを処理能力が　　　　　　　

　　　　　　　 　　　追いつかずにそのまま吸収され

　　　　　　　　　　 酔いやすくなる

脂肪を取る･･･脂肪分の多いナッツ類やゴマを食べると

　　　　　　　　　効果的。

緑茶を飲む･･･緑茶のカテキンにはアルコールなどの吸　　　

　　　　　　 　　　収を阻害する効果が。

年賀状！受付は 12 月 15 日から

忘年会
二日酔い

大掃除

早めに済ませて

ゆっくりと新しい年を

迎えてください。。。
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・障子の張替え

・襖の張替え

・網戸の張替え

・畳の表替え

・手すりの設置

・建具の調節

・クロスの張替え

・換気扇の取替え

・フローリング

・屋根､瓦修理（雨漏り）

・外壁塗装

・給湯器､エコキュート

・玄関ドアの交換

・雨樋修理

・カーポート波板張替え

・井戸ポンプ設置､取替

・ガスコンロ､IH コンロ

・食洗機取替､取付

「どこに頼めばいいのか

　　　分からなかった･･･」

そんなお声をよく聞きます。

迷ったら･･･ウエスイ設備に

ご連絡ください！

二日酔いを防ぐために

二日酔いになってしまたら

現在はウコン入りドリンクなどが主流ですが漢方は

あまり流行っていません･･･二日酔いと漢方の相性

はかなりよく効き、 即効性もあるそうです！

年末までに済ませたいことランキング！年末までに済ませたいことランキング！

漢 もオススメ方

今まで玄関のタイルの段差が高くて、不自由をされていましたが、道路と玄関ポ
ーチまでの高さを均等割りにし、玄関ポーチを広げて緩やかな段差になりました。

お部屋の経年劣化により、

クロスの張替えをご依頼い

ただきました。窓の面だけ

をレンガ調のクロスでアク

セントにして、ほかの三面

は白いクロスを選ばれまし

た。温かみを感じるお部屋

に生まれ変わりました。

住宅ストック循環支援事業部が開始され､開口

部の断熱改修に加えて､手すりの設置や段差解

消､節水型トイレや高断熱浴槽の設置､耐震改

修などを行えば最大 30 万円 ( 耐震改修含む

場合､最大 45万円 )の補助が受けられます。

玄関ポーチの横部分も同じ高さに

のコンクリートポーチにすること

で、すっきりし、広がりと統一感

が感じられます。雨の日のお悩み

もすっきり解消されました。

雨の日に窓下花壇部分の土が溝に

流れてしまう事もお悩みでした。

　　　　　クロスと一緒

　　　　　に、襖の張替

　　　　　もご依頼いた

　　　　　だきました。

ピンクのグラデーション

がきれいな柄で、まわり

の雰囲気もぱっと明るく

なりました。
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五苓散（ごれいさん）

　むくみ､水っぽい下痢､嘔吐､頭痛､口の渇きがある人

黄連解毒湯（おうれんげどくとう）

　胸のむかつき､飲むと顔が赤い､ほてる人

半夏瀉心湯（はんげしゃしんとう）

　吐き気､ゴロゴロなるお腹､下痢､胃腸炎の人
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今が
リフォームの
チャンス

窓･ドア   リフォーム窓･ドア   リフォーム

補助金     もらえます!補助金     もらえます!

の

国交省：住宅ストック循環支援事業

詳しくはお気軽にお問合せください。

｢文雄専用｣と

名前入りの

タンブラー

社長の似顔絵ケーキ

口の横のほくろがセクシーです

また実際社長に会ったときは、

ぜひほくろのご確認を！

従業員より感謝従業員より感謝

1.　大掃除

2.　年賀状を書く

3.　忘年会

4.　美容院へ行く

5.　あいさつ回り

 6.　新券に変える

 7.　新年の飾りつけ

 8 　新しいカレンダーの用意

 9.　おせち料理の用意

10.  年越しそば

で

がが

糖分を取る･･･二日酔いの原因の一つは糖分不足！

コップ２杯の水を飲む･･･脱水症状を防ぐ！

しじみ汁を飲む･･･頭痛の症状を引き起こす有害物質を解毒する !



お手入れ情報お手入れ情報ま ～お手入れ・
  補修の目安～

ガス設備 − 1. ゴム管ガス設備 − 1. ゴム管

電気設備 − 1. コンセント電気設備 − 1. コンセント

日常の ご注意

日常の点検

・ 適正な器具を使っているか確認しましょう。

・ 青い色の炎で、 正常に燃焼しているか点検しましょう。

・ ガス器具の使用にあたっては、 必ず換気をして新鮮な空気を取り入れているか

　点検します。

・ 普段使わないガス栓には必ずゴムキャップをかぶせてください。

・ 必ずガス漏れ警報器を設置しましょう。 月に 1 回は作動するかどうかを確認し

　ます。

日常の点検

古平古平

・ ゴム管がガス栓と器具にしっかり接続されているか点検しましょう。

・ 安全バンドで止めてあるか点検しましょう。

・ ゴム管が長すぎたり、 ねじれたりしていないか点検しましょう。

・ １カ所のコンセントで使える電流は 15A( 消費電力 1500 ワットに相当 ) 以下です。

　それ以上使うと火災の原因になります。

・ タコ足配線は止めてください。 電気製品を安全に使用するために、 アースの必要

　なものは必ずつけましょう。

・ 濡れた手や湿気のある浴室では、 電気器具は使わないでください。

日常の ご注意

・白熱灯や蛍光灯は、 器具に定められたワット数を超えるものは使用しないでください。

・ 照明にカーテンなどの、 燃えやすいものが触れないように注意しましょう。

・ 照明に直接殺虫剤をかけたり、 器具の真下でストーブなどを使わないでください。

・ ホコリをためないよう月に一度は掃除をします。 必ず電源を切り、 ランプやガラスが            

　冷えてから行います。 その際、 シンナーやベンジンは使用しないでください。 またラ

　ンプの口金部分は濡らさないように注意します。

・ 新しい照明器具を取り付けるときは、 重量に注意してください。

①安全ブレーカーをすべてオフにしてから、 漏電遮断機をオンにします。

②安全ブレーカーを、 順番に一つずつオンにします。

③漏電箇所のある回路の安全ブレーカーをオンにすると、 再び漏電遮断機が作動します。

④その回路だけ残して、 残りの安全ブレーカーをオンにし、 早めに電気工事店に調査を依頼

   して下さい。

主な点検項目
点検時期の

目安
更新・取替の目安

コンセント・配線・
スイッチ

スイッチ作動不良､破損

換気扇・ダクト
・フィルター

作動不良､フィルターの目詰まり､
破損

15〜20年で取替えを検討

定期的な
手入れ

－

フィルター清掃

点検部位

電気設備 随時電気設備

換気設備

主な点検項目
定期的な
手入れ

更新・取替の目安

ガス管 ガス漏れ､ゴム管の劣化
1〜3年で

ゴム管交換
15～20年で全面取替えを

検討

給湯器 水漏れ､ガス漏れ､器具の異常 － 10年で取替えを検討

ガス設備

点検時期の
目安

随時(ガス漏れは
直ちに補修)

随時(水漏れは
直ちに補修)

点検部位

ガス設備

電気設備 − 2. 照明器具・分電盤電気設備 − 2. 照明器具・分電盤

◆

警告!

アース線をガス管につなぐのは危険ですから、 絶対に避けてください。 また水道管も塩ビ管の場合は、 アー
ス効果は期待できません。 アースの工事、 漏電遮断器の取り付けは電気工事士が行うことになっています。
電気工事店に依頼してください。

◆ プラグとコンセントの間にホコリなどがたまると火災の原因になります
( トラッキング火災※図 1)。 ホコリなどがたまらないうちに手入れをして
ください。 特に､冷蔵庫や洗濯機など機器の後ろにコンセントがある場
合は気づきにくいため注意が必要です。

( トラッキング火災※図 1)

警告!

◆ 電気設備の使用法を誤ると大きな事故を起こす場合があります。 必ず各電気設備の説明書をよく読み、 説明
に従って正しい使い方をしてください。 製品によっては、 本書と説明の仕方が異なる場合があるので、 その時
は器具の説明書に従ってください。 また何か問題がある場合は、 必ず電力会社か電気工事店に連絡してください。

漏電遮断機が作動した時は

＜分電盤の働き＞ ①漏れた個所が分かる場合は、 すぐにその元栓を閉め、 すばやく換気します。

②ガス漏れの箇所が分からない場合は、 窓を開けた後、 ガスメーターのところにあるメインバルブを閉めます。

③ガス会社に点検を依頼してください。

◆ ガスは器具の不備や使用法の誤りによって大きな事故を起こす場合があります。 必ずガス器具の説明書をよく
読み、 説明に従って正しい使い方をしてください。
製品によっては、 本書と説明の仕方が異なる場合があるので、 その時は器具の説明書に従ってください。 また、
何か問題がある場合は、 必ずガス会社に連絡してください。

警告! ◆ 都市ガス利用の場合は植栽などによるガス管の破損を避けるため、 ガスの引き込み管の埋設位置を確認してお
きましょう。

ガス漏れ

※白熱灯の寿命が短くなったり、 器具の加熱破損や火災の原因になります。

※ガスは地域によって、 種類やカロリーが異なります。

※燃焼による排ガスも発生するので、 換気を怠ると室内の空気が汚れます。

※不揃いな炎や黄色っぽい炎は不完全燃焼なので、 空気孔で調節してください。

※炎が不揃いで赤い炎がちらちらしている場合は、 ゴミやホコリが原因なので

   掃除をしてください

※ガスの性質により、 LP ガスなど空気より重いガスの場合は、 床に近い窓を、 天然ガスなど空気より軽い

　 ガスの場合は天井に近い窓を開けるようにします。

※夜間などは、 ガス漏れに気づいてもあわてて電気をつけたり、 換気扇をまわすのは禁物です。

　 スイッチの火花で引火する可能性があります。

※通常照明器具は 5ｋｇ位までは､引っかけシーリングだけで吊り下げることができますが､
　 それ以上重いシャンデリアなどを付ける時は､補強が必要になります。

※ゴム管はいつも新しいものを使ってください。 管に打ち込んである製造年月日を
　 確かめ、 2 年以上経過していたら、 手で触って感触を確かめ、 弾力性がなかっ
　 たり、 ねばねばする、 ヒビが入っていると思われるときは必ず交換してください。 　

ガス設備 − 2. 器具ガス設備 − 2. 器具

タコ足部分が加熱して危険です！

安全ブレーカー

安全バンド

使用する際は必ず換気をしましょう。

ゴムキャップ

安全ブレーカー

テストボタン漏電遮断機

アンペア
ブレーカー

住宅用の分電盤は､回路の
どこかに漏電箇所があった
場合に自動的に電気を止め
る漏電遮断機と､回路毎に電
気の使用量が許容量を上回
ると ( 通常は 15A)､自動的に
その回路のスイッチを切る安
全ブレーカーで構成されてい
ます。 漏電遮断機は､月に
一度テストボタンでテストしま
しょう。

次号は、すまいのお手入れ情報はおやすみして、冬場のお困りごとに多い     についてご紹介します。凍結凍結


