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日本では昔から 『月』 を慈しみ、 鑑賞する習慣がありました。 秋の夜

空 『十五夜』 の日に、 輝く月を単純に眺めて楽しむという習慣と、 神

様に収穫の感謝をするという儀式が合わさったものが、 お月見のいわ

れとなります。 この日の月は 1 年中で一番美しく見える月であることから

「中秋の名月」 （他にも 「十五夜」 「芋名月」 という呼ばれ方も） と呼ば

れています。 旧暦の 8 月 15 日をさしています。 日本ではこの日に加え

て、 9 月 13 日にもお月見をする風習があり、 そのために日本では、 旧

暦 8 月 15 日の月見を 「中秋の名月」 「十五夜」 と呼び、 旧暦 9 月 13

日の月見を 「後の月」 「十三夜」 と呼びます。 

十五夜のお月見にはどんな意味があるの？ 十五夜の飾りにはどんな意味があるの？

お月見というのはもともと１年で一番美しいとされる満月

（十五夜） に当時の貴族が宴を開いてお月見を楽しんだ

というものがあります。 しかし、 それだけではないようで

す。 十五夜というのは旧暦の８月１５日をさします。 そ

の時期というと、 ちょうど夏の収穫が終わり、 これから

秋の収穫に向かうという時期です。 そんな時期のお月

見というのは、 これから始まる秋の豊作を祈って行われ

た収穫祭の意味合いもあるようです。 一説では稲の豊

作を祈願する行事 ・ もしくはお芋 （サトイモ） の豊作を

祈願していたとも言われています。 他にも、 中国から伝

わったという説もあるのですが、 実際にはどの説が重要

なのかはっきりはしていないようです。

十五夜の飾りといえば、 ススキですよね。 ではなぜ十五

夜にススキを飾るのでしょうか。 十五夜の意味合いのひと

つはこれから始まる秋の収穫の豊作を祈ること。 その中

にはお米 （稲） も含まれています。 そしてその稲には本

来神様の依り代という意味合いがあるんです。

しかし、 お米の収穫の前の十五夜にはもちろんですが稲

を用意することが出来ません。 そこで同じ稲科でこの時期

に手に入れやすいススキを代わりに飾るようになったとい

われています。 そして、 あわせてススキには魔よけの力

があるそうです。 そのため、 十五夜に飾ったススキを軒

下につるしておくと、 １年間病気から守ってくれるとも言わ

れています。 なぜススキが魔よけの力があると考えられて

いるかというと、 切り口が鋭いからだそうです。

大きめの耐熱容器に上新粉と水を入れて混ぜ、
蓋をして電子レンジで 1 分加熱する。

①に三温糖を加えて混ぜ、 蓋をして電子レンジ
でさらに 1 分加熱する。

綿棒で粘りが出るようにこね、 蓋をして電子レ
ンジでさらに 30 秒加熱する。

③を 30 個に分けて丸目、★を混ぜ合わせた
容器に入れてまぶす。

上新粉　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 　

水　 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

三温糖　 ・ ・ ・ ・ ・ ・

★きな粉　 ・ ・ ・ ・ ・

★三温糖　 ・ ・ ・ ・ ・
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材料 (30 個分 )

やわらかもっちりお月見団子
作り方

穀物の収穫に感謝を表す
ため、月のように真ん丸
団子を作ってお供えした
のがお月見団子の始まり
です。
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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！

毎年恒例のウエスイ BBQ。 今年もしました♪
暑かったです！楽しかったです！また来年！

網干区垣内に、かわいらしいトリミングサロンがオープンしました♪

田中店長のこだわりや、やさしさがいっぱい詰まった素敵なお店です。

カット･シャンプーはもちろん、こだわりのハーブパックなどもお手頃

価格でされています。きっとワンちゃんも癒される！

そんなお店です。

Shop看板

ピンクを基調と
したかわいい外
観。ココちゃん
の看板を目印
に、ぜひご来店
ください～

コンクリートが乾く前に
ビーズを埋め込み、足跡を
つけました。

やさしい笑顔の
かわいい店長さん。季節ごとに変えられ

るおしゃれな撮影ス
ペースがあります。
そんな中で愛犬のか
わいい写真を撮りま
せんか？

おしゃれな白いドア。

看板犬の
ココちゃん。

天井は青空が広がっ
ています。夜は星空
になります。

店長みずから海外で
買い付けされるかわ
いいお洋服。

←スタッフ田淵の愛犬

「ルナちゃん」 も、

ぜひ通わせて

いただきます～

↓何もなかった倉庫

こんなかわいい Shop もウエスイ
　　　　　　におまかせください！

BeforeBefore

AfterAfter



お手入れ情報お手入れ情報ま ～お手入れ・
  補修の目安～

外壁−モルタル外壁−モルタル

外壁−板張り外壁−板張り

日常のお手入れ

褪色

破損した部だけ、 抜き取り交換をします。

劣化したシーリング材をへらなどで取り除き、
プライマー ( シーリング下地処理剤 ) を塗った
あと、 新しいシーリング材を充填します。

割れ

シーリング材
 の劣化

劣化の度合いに応じて塗り替えます。

・ シーリング材は、 2 ～ 3 年ごとに点検しましょう。

●窯業系サイディング

・ サビがでていないか、 3 ～ 5 年ごとに点検しましょう。

・ 定期的に、 緩みを点検しましょう。

※金属板または外壁本体の変形などにより、 接合部の緩みが生じ、

そのままにしておくと、 雨漏りの原因になります。

●金属系サイディング

< 窯業系 > < 金属系 >

水をはじかない

褪色

小さなヒビ割れ

＜オイルステインの場合＞
被膜が弱く、 褪色が早く起こるので、 色あせたと感じたら塗り替えます。 特に日光や雨の当たる場所では
褪色が早く起こります。

＜オイルペイントの場合＞
3 ～ 5 年ごとに塗り替えます ( 表面にヒビ割れが出る前 )。

コーキング材 ( ウレタン系または変せいシリコン ) ですき間を埋めます。

晴天の続きそうな日に薄めたオイルステインを塗ります。

そり そりによって生じたすき間が大きいと、 雨水の侵入につながり下地材を腐らせます。

補修方法

褪色

コケ・カビ

亀裂

薄めた洗剤などを使って洗い流します。

小さな亀裂なら表面のゴミやホコリなどを取り除き、 市販の耐水性コーキング材を注入します。
亀裂が大きい場合は建物の耐久性を著しく低下させるおそれがあります。

塗装がはげると下地の壁面にヒビ割れが入りやすくなります。 気をつけましょう。

  フード下の
がんこな汚れ

壁のはげ落ち
 ・はずれ

劣化が進んでいます。 ご相談ください。

アルカリ性の強い洗浄剤を使いたわしでこすったあと、 水で洗い流します。

補修方法

補修方法

サビ

変形した部分を抜き取り、 成形 ・ 交換します。

雨漏りの原因となります。
当社にご相談ください

変形

緩み

劣化の度合いに応じて塗り替えます。

補修方法

・ 雨水や泥のはねあがり汚れは、 表面を傷つけない堅さのブラシなどで水洗します。

・ 亀裂、 褪色がないか点検しましょう。

・ キッチン換気フードの周囲は、 薄めた洗剤でこまめに洗い流しましょう。

・ 堅いものをぶつけたり、 はげしくたたいたりしないでください。

・ボールをぶつけて遊ぶことは避けてください。 モルタルの破損や汚れにつながります。

・ 雨水のはねあがり汚れは、 表面を傷つけない堅さのブラシなどで水洗しましょう。

・ キッチン換気フードの周囲は、 薄めた洗剤でこまめに洗い流しましょう。

・ 堅いものをぶつけたり、 はげしくたたいたりしないでください。

・ 近くでたき火をしないようにしてください。

・ 外壁に釘などを打ちつけたりしないでください。

・ 雨水や湿気を受けることにより腐りやすくなるので、 常に乾燥状態を保てるよう留意しましょう。

日常のお手入れ・点検

・雨水のはねあがり汚れは、 表面を傷つけない堅さのブラシなどで水洗いしましょう。

・ キッチン換気フードの周囲は、 薄めた洗剤でこまめに洗い流しましょう。

・ 堅いものをぶつけたり、 はげしくたたいたりしないでください。

日常のお手入れ・点検

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

窯業系･ALC系
　　　　　サイディング

汚れ､褪色､シーリング劣化､雨漏り､
割れ､欠損

3～4年ごと
5～7年でシーリング打ち替
え､10～20年で再塗装

25～30年で
張替えを検討

金属系サイディング
汚れ､サビ､変形､接合部の緩み､
割れ､雨漏り

3～5年ごとに再塗装 －

タイル 劣化､ヒビ割れ､汚れ､浮き､雨漏り
5～7年でシーリング打ち替
え

20～25年で
張替えを検討

モルタル 汚れ､褪色､ヒビ割れ､剥離､雨漏り､浮き 7～10年で塗替え､吹き替え
10～20年で全面再塗装

(亀裂等の状況により幅がある)

板張り 反り､腐朽､すき間､汚れ､雨漏り 3～5年で再塗装 －

点検部位

外壁

2～3年ごと

外壁

外壁−サイディング外壁−サイディング

※基礎のまわりに犬走り ・ 玉砂利を施すと防止できます。

※基礎のまわりに犬走り ・ 玉砂利を施すと防止できます。

※基礎のまわりに犬走り ・ 玉砂利を施すと防止できます。

※ベンジン ・ シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

※ベンジン ・ シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

※電気配線に支障をきたしたり、 雨漏りの原因になります。

※ベンジン ・ シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

※継目のシーリング上層の吹付け仕上材には、 材質上、 ヒビ割れが生じることがありますが、
　 防水機能に影響はありません。

・雨水のはねあがり汚れは、 表面を傷つけない堅さのブラシなどで水洗いしましょう。

・ 堅いものをぶつけたり、 はげしくたたいたりしないでください。

・ボールをぶつけて遊ぶことは避けてください。 タイルの破損や汚れにつながります。

日常のお手入れ・点検

外壁−タイル外壁−タイル

※基礎のまわりに犬走り ・ 玉砂利を施すと防止できます。

カビ

建物の耐久性を著しく低下させるおそれがあります。
至急当社にご連絡ください。

ヒビ割れ

薄めた洗剤などを使って洗い流します。補修方法

早めの対応が大切な理由早めの対応が大切な理由

ひび割れ､雨漏りという症状がある場合は､かなり外壁の劣化が進んでい

る状態です。 こうなってしまうと外壁内部まで腐食が進み､外壁自体をリ

フォームすることになり､費用も多くかかります。 早めに補修をしておけば

費用も安く抑えることができ､塗装の塗替えのみで工事が終わります。

外壁工事の塗替えがだいたい10年

ごとに必要！と言われているのは

こんな理由からです。

間柱

柱

モルタル

ワイヤラス

防水シート 耐水合板

間柱

柱

間柱

間柱

防水シート 構造用合板

セメントモルタル目地

柱

シーリング

サイディング

防水シート

コーナー金物

柱

防水シート

コーナー金物

陶磁器質
　　タイル

※サイディングの表面が白っぽくなったり､ヒビ割れ      　 
　  が生じてしまったら､塗り替える必要があります。


