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第40弾「野菜・果物のエコ菜園」
皆さん、エコ菜園って知っていますか？家庭菜園を行って
いる方や、興味をお持ちの方もいると思いますが、今回は家
庭菜園の中でも、エコにつながる「エコ菜園」の一部をご紹介
致します。
■ネギ
ネギの根元の部分を2〜3cm残しておき、植木鉢やプランタ
ーなどに植えておきます。1〜2週間で新芽が出てきて、その
後10日ほどで収穫できます。
■豆苗
豆苗はえんどう豆の新芽で、スーパーではよく見かけるよう
になりました。パッケージにも書いてあるように、再収穫が
できます。1回目に茎を切り取った後、水を注いだパックなど
に入れておくと、1週間〜10日で食べられる大きさになりま
す。水は毎日取り替えましょう。

5
大好評

住宅ローンセミナー

〜無添加住宅はこの木で作られる〜
無添加住宅で使用されている木材を直に触れて感じることので
きるツアーです。大型バスをチャーターし、向かう先は佐田岬の
堀本製材所。現地ではなんと、大黒柱、一枚板の卸売りも格安でお
譲りします。年に一度しかないこの機会に是非ご参加下さい。

日時

P
P

マクドナルド
くら寿司

サニーマート

13：30

有限会社 堀本製材所

レストラン風車

製材所

到着

本社工場・事務所
大谷工場

愛媛県西宇和郡伊方町二名津116番地

愛媛県西宇和郡伊方町二名津1390番地

●天然乾燥木材の話
●木材強度が20％アップする特許加工
●木材見学 ●大黒柱の卸売り
●一枚板の卸売り
●Natural Woods studio の宮崎さんによる家具製作可能

これから家づくりを検討している方が、1年後、5年後に
自ら下した判断に後悔をしないためにも「住宅を購入す
るタイミング」や「住宅ローンのカラクリ」など、最低限知
ってほしい常識や知識をしっかりと身につけていただけ
る内容となっております。

製材所を出発

17：30

みのりホーム事務所に到着・解散

小さなお子様とご一緒でも、
安心して参加していただける
よ う 、キ ッ ズ ス ペ ー
スを準備してお待
ちしております。

育

保

険

5000万円

団体信用生命保険
3000万円

5000万円

マイホームを購入する時には、住宅
ローンだけではなく、教育、保険にか
かる支出も見直しが必要です。3つの
バランスを保つことで安全、あんし
んな住宅ローンを組みましょう。

③税金を理解!!

!

税金という支出の中でも大きな項目
を制することで家計をうまくコント
ロールするヒントをお教えします。

保障金額

住宅ローン金額

内海

悪社川

N

本工場

らいおん病院

メガネの三城
ダイキ

会場

史年さん

※AFP：アフェリエイテッド・ファイナンシャル・プランナー

事務所

MAP

11

フジグラン
重信

案内
看板

■相続診断士（相続診断協会）
■パートナーズプラス認定講師

あいしょく
ドライビング
スクール

特養ホーム
重信

■AFP（日本FP協会認定）

JAグリーン
えひめ
193

讃岐リース

松山自動

車道

消費税増税、住宅ローン減税、ローン金利など、世の中の動きを交え、お金のことアレコレ・・・
講師の方を外部から招いて中立な立場でアドバイスしていただきます!!

セミナーのご予約はみのり商会

お申し込みは、みのりホームまで！
申込締切 5/12（火）

教

マイホーム購入前の
生命保険事例

②家計簿の見直しで、収入支出の
バランスもチェック

住宅購入後

保険の窓口グループ
（株）ライフプラザパートナーズ

ますので、
予めご了承下さい。

TEL

多くの住宅購入者の方が「知らなか
った」
「 満足した」という究極のテク
ニックをお教えします。

講師紹介

※当日の天候・交通状況等によって時間が前後する場合もござい

40名様
089-976-0047（担当 清水） 限定

宅

ほけんの窓口：
ライフプラザパートナーズ

（座卓加工賃・足代は31,500円。※指定材・デザイン）

15：30

住

参加
費
無料

①住宅ローンのカラクリ

住宅ローンを組むと、ほとんどの場合
「団体信用生命保険」に加入します。
今までの保険を見直さないと、無駄が
生じることになりかねません。

キッズスペースも完備
お子様連れでも安心

マイホームを購入すると
家族を守れます!

見直ししましょう

昼食

国民の三大支出

■得する住宅ローンの返済方法がわかる
環状線

スケジュール

みのりホーム事務所に集合（駐車場をご用意しています。）

（場所は変更になる可能性があります。）

このセミナーを聞けば・・・

数百 万円 損をする!?
最新 住宅ローンセミナー開催決定!!
知らないと

■リスクの少ない住宅ローンの組み方、期間がわかる

10：00〜 バスにてみのりホーム事務所を出発
12：00

5 / 24（日）13：00〜
■知らないと損する! 住宅ローンのカラクリがわかる

平成27年 5月17日（日曜日）

9 ：45

ただいま公開中のモデルハウス内にて、住宅ローンのセミナーを行います。
集合場所地図

※バスが苦手なお客様へ
自家用車にて現地集合でも可能です。
（予約は必要です）

■キャベツ・白菜
キャベツと白菜は芯の部分を1/4くらいに切り、容器に入れ
て水を1cmほど注ぎます。葉が4〜5枚ほどになったら、植木
鉢に植えたり地植えすると大きく育ちます。
■ニンニク
ニンニクの皮をむいて土に埋めておくと、数日で芽が伸びて
くるので15cm位になったら根ごと収穫します。根と葉を丸
ごと食べられます。
■パイナップル
パイナップルの葉を植木鉢に植えておくと、根が生えて葉が
伸びてきます。観葉植物のようなかんじに
なりますが、何年かたつと実がなって食
べることもできます。日当たりのよい
温かいところに置いておきましょう。
家庭菜園より一歩先に進んだエコ菜
園。生活の一部に取り入れてみては
いかがでしょうか。

大谷工場

地図

無添加住宅

髙井まで!

TEL 089-976-0050

申込多数の場合、おそれいりますが次回開催までお待ちいただくことがございます。

やわらぎ便り

有限会社やわらぎ

- 社会人第一歩を祝う -

寺川

代表取締役

勲雄

倉早の家

今年の新卒者は全国で75万人。それぞれの会社の一員と

社の企業ともこの90％年収水準を超えている。経営者とし

してスタートを切った。それぞれの思いを胸に我社も7名の

ては、これを更に引き上げたいと思うが、幸せの原点は所

新卒社員の入社式・研修が行われ、各事業所でとまどいなが

得もさる事ながら「どう生きるか」
「 人として何をすべき

らも新鮮な毎日を送っている。人は何の為に働くのか・・・。

か」というしっかりした人生哲学が必要である。新しく仲間

近です。今月末には足場も

何の為に生きるのか・・・。入社式に続く研修会の冒頭、私の

に加わった 新入社員諸君には、その部分をしっかり学んで

外れて、外観があらわれる

持論を述べたが、我社で記念すべき社会人としての第一歩

欲しい!!それが ”幸せへの道”なのだから・・・。

のが楽しみです。これまで

松山市北条で建築中の
Ｈ様邸。外部の仕上げ漆喰
も終わり、いよいよ完成間

を踏み出された社員が、今後の人

土地探しからお客様と二

生で どうか幸せであってほしい

人三脚で歩んできました。
楽しかった日々がたくさ

と切に思う。その為に社長として

ん蘇ってきます。完成後も

何をすべきなのか・・・？日本経済

長いお付き合いが出来る

は円熟期に入りリーマンショッ

よう真心こめていきます。

ク後年収がどんどん下がり続け、

石屋根 Pantryのある家

杉の下地板にシンゴンのフローリングを一枚一枚、中野大工
さんが張っています。フローリングを張るときは、寸法を測って、
ニカワを塗って、板をサネにはめ込んで、金物で止め付けて、、、
という作業を千数百回繰り返します。気の遠くなるような仕
事ですが、木のクセを見ながら仕上がりが美しくなるように
気を配ってくれて、張り終えた時の達成感はひとしおです。

最近の資料では90％の人が年収

住まいるリフォーム補助制度

150万以下で生活している。幸
いにしてやわらぎは勿論我々4

安心・安全・快適リフォーム!
松前町

M様邸

平成27年4月から松山市のリフォーム補助制度がスタートしています！
受付は随時行っていますが、交付額が予算を超えた場合、受付終了となりま
す。一言で言うと、早いもの勝ちになるという事です。今、リフォームをお考
えの方、この機会がチャンスですよ。

補助金の額

【基本額】◆補助の対象となる工事費（税抜）の総額の10％又は30万円のいずれか低い方の額となります。
【加算額】◆補助の対象となる工事に加えて、松山市木造住宅耐震改修等補助に該当する耐震工事を行った場合は、10万円
「松山市木造住宅耐震改修等補助」を受けることができます。
を加算します。なお、別途に申請することで、
バリアフリー化工事を20万円以上
（税抜）
行った場合は、10万円を加算します。
◆補助の対象となる工事に加えて、
◆補助の対象となる工事に加えて、省エネルギー化工事を20万円以上（税抜）を行った場合は、10万円を加算します。

浴室改装工事完成！
！
完成

◆平成26年1月1日以降に購入した中古住宅をリフォームし、リフォーム工事後、当該住宅に居住している又は居
住予定の場合は、10万円を加算します。

詳しいお問い合わせはみのりホーム松岡まで！ TEL089-976-0047

吸いつけていたのですが、無添加住宅オリジナル漆喰

便器

省エネ住宅ポイントを活用しました！
！
完成

窓 の 断 熱 工 事・高 断 熱 浴
槽・段差解消・節水型トイ
レの設置などの工事で 合
計107,000ポイントにな
りました。省エネ住宅ポイ
ントは商品券や地域の特
産品と交換することがで
きます。

洗面化粧台

取替え

に頭をこすりつけても髪の毛は立ちません。静電気が

取替え

必要性に迫られての浴室・トイレ・洗面所の工事で
したが、タイミング良く省エネ住宅ポイント制度が実
施され まもなくの事でしたので、お客様にとっては非
常によかったと思います。お客様にとって意外な「プ
ラスα」は、ちょっとした事でも大きく感じるもので
す。公的な制度だけでなく、我々工事にたずさわる者
も いつもお客様にとっての「プラスα」を考えて取り
組んでゆきたいと思います。

発生していない証拠です。スーパーで買い物袋が手に
まとわりついたり、ビニール製品にほこりが付いたり
するのは、ビニールが静電気を帯びるからです。壁のク
ロスはビニールのものが多いので、汚れたり、黒ずんだ
りし、それと同じ原理でタバコのヤニも付きやすいの
です。

もう一度、家の基本を見つめようー10

先月からの続き。はい、静電気の話でしたね！復習しますと、 塗った、全国展開しているホテルチェーンの東京上野
無添加住宅オリジナル漆喰には化学接着剤が入っていません

のあるホテルの喫煙ルームは、施工以来まもなく8年に

ので、固まる時に水分が抜けた気泡のような小さな穴がたくさ

なりますが、
ほとんどヤニが付いていないんですよ！

んでき、
静電気が発生しないことが分かりました。
皆さんも子どもの頃、下敷きを頭にこすりつけて髪の毛を立
担当：恩地

一之

他社のほとんどの漆喰は、化学接着剤が入っている
ので黒ずむようですが、無添加住宅オリジナル漆喰を

たせたりしたことがありますよね？あれは静電気が髪の毛を

人類が古くから使ってきた“漆喰”。その知られざるパ
ワーはまだまだあります。来月も漆喰について話し
まっせ〜！

