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ハロウィンとは、万聖節（キリスト教で毎年11月 1日にあらゆる聖人を記念する祝日）の前夜祭。

この夜には死者の霊が親族を訪ねたり、悪霊が降りて作物を荒らすと信じられていました。そこから秋の収穫

を祝い悪霊を追い出す祭りが行われるようになり、キリスト教に取り入れられて、現在のハロウィンの行事と

なりました。ハロウィンには「ジャック・オー・ランタン」と呼ばれる、かぼちゃをくり抜いて顔を作った中に

ロウソクを立てた提灯が飾られるが、これは死者の霊を導いたり、悪霊を追い払ったりするための焚き火に由来

するといわれ、日本のお盆の「迎え火」や「送り火」に近いものがあります。
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古代中国の文人、 韓愈 （かんゆ） の詠んだ 「灯火親し

むべし」 という詩が由来といわれています。 「灯火親しむ

べし」 は 「灯火のあかりで本を読む」 ということ。 つまり、

日が短くなった秋は、 部屋であかりをつけて本を読みふ

けるのに適しているという意味です。

ちなみに、 夏目漱石の著作 「三四郎」 のなかで 「灯火

親しむべし」 という言葉について触れられています。 日

本語で 「灯火親しむべし」 について触れた作品はこれが

もっとも古いといわれているそうです。

戦争が終わって間もない昭和 22年に、 「読書の力で平

和な文化国家をつくろう」 という取り組みがされました。

これにより、 出版社や取次会社、 新聞社やマスコミも加

わり、 11月 17日から 「読書週間」 を開催させます。 こ

の読書週間が 「読書の秋」 を根付かせるきっかけになっ

たといわれています。

読書の秋読書の秋

食欲の秋食欲の秋

運動の秋運動の秋

・ 読む力が身につく　 ・ 集中量が上がる　 ・ 想像力がつく
・ ストレス解消になる　 ・ コミュニケーション能力がアップ
・ アルツハイマー型認知症の予防　 ・ うつ病の予防

読書のメリット

「秋｣って、 どんなイメージですか？　秋には、 食欲の秋 ・ スポーツの秋 ・

読書の秋 ・行楽の秋 ・芸術の秋、 いろいろな秋といった言葉があります。

芸術の秋芸術の秋

あなたにとっての○○の秋はなんですか？

東京オリンピックが開催され、 日本中が盛り上がったの

は 1964年の 10 月 10日。 これをきっかけに 10月 10日

は 「体育の日」 と制定されました。 このことから、 「東

京オリンピックのあった秋＝体育の日＝スポーツの秋」

と、 スポーツを振興するようになったそうです。

暑い夏を終えた秋は、 運動するのにぴったりの気温。

秋は春と比べても空気の成分自体が冷たいものに変化し

ている季節なので、 熱くなった体をいやし、 必要以上に

エネルギーを消費するのを抑えてくれます。

また、 厳しい冬にむけて生き残るための体力をつけるた

め、 この季節の運動をオススメされているようです。

夏が終わり、 気候的にも涼しくなった秋は集中力が必要

な活動をするのにも適している季節といわれています。

また 「食欲の秋」 「スポーツの秋」 ともいわれるように、

五感で季節を味わうことで心が豊かになり、 芸術に挑戦

する余裕も生まれるそう。

11月 3日は文化の日と制定されていて、 芸術祭や絵画

の展覧会が盛んに開かれるのも特徴的です。

秋は色彩がとても鮮やかです。 特に紅葉は赤や黄など

見る人を楽しませてくれますよね。

絵や写真のモデルとなる場所も豊富です。

自然の色がもっとも鮮やかに映えるこの季節

は、 感じたものを残したいという創作意欲がわくようです。

今月は介護保険を利用した介護リフォームの施工例をご紹介します。
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面倒なお手続きは
ウエスイ設備に
お任せください！

畳の和室を、 車い

すでもキズがつきに

くく、 滑りにくい素材

のフローリングに変

更しました。

車いすでの移動も

安全にしていただけ

ます。

両側の手すりで立ちしゃ

がみ動作の負担も軽減さ

れます。

段差解消で、 歩行時の転倒防止になり、

雨天時も歩きやすくなりました。

トイレの引き戸を車

いすでも開け閉め

しやすい折れ戸に

変更しました。

車いすでの生活に変わり、 今までの生活の形では不便を感じる所ができ、 リフォームをご希望されました。

バリアフリー

  段差解消

手すり設置

BeforeBefore

BeforeBefore

AfterAfter

AfterAfter

AfterAfter

開き戸から
  折れ戸へ

トイレ

暑い夏は食欲が減退しがち。 だんだんと涼しくなり過ごし

やすい気温に変化する秋は、 夏バテした体調を整えるた

めに自然と食欲がわいてくるそうです。

また、 秋は日が短く夜が長い季節。 しっかりと睡眠をとる

ことで精神の安定を保ち、 食欲旺盛になってくるそう。

これからくる厳しい冬を越すために、 本能的に脂肪を蓄

えようとする働きもあるそうです。

秋は収穫の季節。 柿やりんご、 ぶどうといった果物から、

さつまいもやかぼちゃなどの野菜、 栗などおいしいものが

豊富にとれます。 野菜や果物が実り、 食欲をそそる食材

がどんどん収穫されていく秋は、 食が進むのも当然な季

節ですね。

BeforeBefore

畳からフロー

 リング

和室

AfterAfter

   社長、いつも

ありがとうございます

☆工務部勉強会☆☆工務部勉強会☆

お客様満足や品質向上のために、
定期的に勉強会を開催しています。

ちなみに

　ケーキに

　オープン

　ハートの

ネックレスが!!



お手入れ情報お手入れ情報ま ～お手入れ・
  補修の目安～

雨どい・軒先−１. 雨どい雨どい・軒先−１. 雨どい

雨どい・軒先−２. 軒先雨どい・軒先−２. 軒先

ヒビ割れ・はずれ

とい受け金具
    の緩み

詰まり

＜板張り壁など木部の場合＞
木工用パテを穴に詰め、 金具を固定します。 新しい金具に取り替える場合は穴を木工用パテなどで埋め、
別の位置にキリで穴を開けて新しい金具を取り付けます。
＜モルタルの場合＞
下地木部に金具を固定し、 表層のモルタルとのすき間をシーリング材で埋めます。

一方の端に、 といの直径くらいの古布を長い針金につけ、 といに通して上下にゆり動かしながら引き出し
ます。 （図 1参照）

軒どいの接合部をチェックし、 緩んでいるときははずして汚れを落とし、 市販の雨どい用接着剤を塗って
つなぎ直します。 たてどいのヒビ割れ部分は、 補修テープまたは防水テープを巻いて貼ります。
ヒビ割れにすき間が目立つようなら、 充填剤をつめてから防水テープを巻きます。

補修方法

日常の点検

・ シミやはがれがないか確認しましょう。

・ 通風口や有孔板にホコリ、 クモの巣がないかチェックし、

　あれば取り払いましょう。

日常のお手入れ・点検

・ ゴミや落ち葉が詰まっていたら、 すみやかに取り除きます。

年に 2 ～ 3回は定期的に掃除しましょう。

・ 集水器のゴミや泥は取り除き、 軒どいにこびりついた泥を

竹ベラなどで落とし、 小さなチリぼうきで掃き集めて捨てます。

掃除が終わったら水で洗い流します。

・ 接続部分のすき間、 金具の緩み、 はずれ、 割れがないか

点検しましょう。

※通風口や有孔板に向かって放水をしないでください。

・耐候性、 耐火性にすぐれており、 日常的なお手入れ

　は不要です。

・地震や台風の後は、 ズレがないか点検しましょう。

日常の 点検

・日常的なお手入れは不要です。

・ １年に１回は、 浮きやズレがないか点検しましょう。

・強風や台風の後は、 特に浮きやズレに注意しましょう。

・ときどき天井裏点検口から雨漏りがないか点検しましょう。

※専門業者が上がる際には、 瓦を損傷し

ないようじゅうぶん注意を促しましょう。
※専門業者が上がる際には、 瓦を損傷し

ないようじゅうぶん注意を促しましょう。

※とい受け金具が緩んでいるときは、軒どいの勾配がくるっていることがあります。 点検して直します。

※ひどい場合は取替えが必要です。

◆
ご注意!

主な点検項目
点検時期の
目安

定期的な
手入れ

更新・取替の目安

瓦葺き
ずれ､はがれ､浮き､ヒビ割れ､サビ､
雨漏り､変形

1～2年ごと － －

化粧スレート葺き 浮き､ずれ 5～6年ごと 10～20年で塗替え
25～30年で全面葺き替え

を検討

金属板葺き 褪色､サビ､浮き､変形､雨漏り 2～3年ごと 10～15年で塗替え
25～30年で全面葺き替え

を検討

点検部位

屋根屋根

主な点検項目
点検時期の
目安

定期的な
手入れ

更新・取替の目安

雨どい 詰まり､外れ､ヒビ､軒樋の垂れ下がり
2～3年ごと､随時
詰まり除去

15～25年で部分交換を検討

軒先 腐朽､雨漏り､はがれ､たわみ､ヒビ割れ 2～3年ごと 15～25年で全面補修を検討

雨どい
・軒先

－

点検部位

雨どい

・軒先

屋根に上がることは、 転落事故などの危険が伴いますからおやめください。
必ず専門の業者に依頼してください。

◆
ご注意!

強い風雨や積雪のために集水器とといが変形、 あるいははずれたり、 年数が経つとともに
とい受け金具が緩んだり、 サビを伴うことがありますので注意しましょう。

◆

ご注意!
雨どいとその周辺の作業は、 転落事故などの危険がありますからご注意ください。

部分的なはがれ 釘打ちして押さえ、 コーキング材を充填します。

補修方法

鼻かくし・
破風板の色落ち 同色のペンキを塗ります。

はしごを使うとき、 先端には厚い布などをまきつけ、 壁や破風、 屋根をキズつけないようにして
ください。また安全にはしごに昇るため、人に押さえてもらうとよいでしょう。自分では困難な場合、
無理をせず専門業者に依頼しましょう。

※

屋根−３. 金属板葺き屋根−３. 金属板葺き

・ ゴミや落ち葉がたまると水はけが悪くなり、 雨漏りやサビの原因になります。

　ホースで水をかけて落とすなど、 屋根に上らず安全にできる範囲で取り除きましょう。

・ １年に１回は、 浮きやズレがないか点検しましょう。

・ 表面が白っぽくなったら、 塗り替える時期がきています。

・ ときどき天井裏点検口から雨漏りがないか点検しましょう。

※専門業者が上がる際には、 金属板葺き剤を損傷しないようじゅうぶん注意を促しましょう。

鼻かくし

破風板

＜詰まりの補修　図 1＞

軒どい

エルボ

呼びどい

たてどい

針金

古布

つかみ金具

集水器
止まり

日常の 点検

日常の 点検

屋根は、 建物を風雨から守るために必

要不可欠なものです。 屋根が経年劣化

や、 外的要因によってダメージを受ける

と、 雨漏りのリスクが生じます。 大きな

ダメージを未然に防ぐために、 屋根の塗

装を行います。 塗膜は屋根材そのもの

に比べて、 ダメージを受けやすくなって　

　　　　います。 屋根材を守るためにも常

　　　　　　に塗膜が機能する状態に保つ

　　　　　　必要があります。

塗装が必要な屋根

塗装が不要な屋根
屋根塗装のメリット屋根塗装のメリット

スレート屋根 金属屋根

粘土瓦屋根

セメント瓦屋根

屋根−1. 瓦葺き屋根−1. 瓦葺き 屋根−２. 化粧スレート葺き屋根−２. 化粧スレート葺き

１. 屋根の寿命を延ばす

２. 雨漏りを予防

３. 節電効果がある

４. 外観を美しくできる

古平古平

色あせ・傷・サビ

塗替えが必要です。
早めに当社にご連絡
ください。

配列のズレや割れ

雨漏りなどの原因に
なります。
早めに当社にご連絡
ください。

配列のズレや割れ

雨漏りなどの原因に
なります。
早めに当社にご連絡
ください。


