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第66弾 「誰でもできる簡単毛玉取り〜」

2018

寒い冬にはセーターが大活躍ですね。しかし

さしくこするとみるみる毛玉が取れますよ。着古

セーターには毛玉がつきもの！気になると、いて

したようにみえて…とつい着なくなってしまう

もたってもいられません。そういう時はコレ！と

セーターも、これで長く着られますね。

いう簡単に取れる方法を紹介します。

2

設

27 16806

0

トする方法もあります。どちら

が原因ですが、一つひとつ手で摘み取るのは大変

も繊維が引っ張られて生地を

な作業。そこで役立つのが食器用のスポンジで

傷めてしまう場合があるので、

す。たわしの面を下にし、同じ方向に向かってや

やりすぎには注意しましょう。
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無添加住宅 土・日・祝
モデルハウス福音寺公開中

10：00〜17：00開催中

毎週

無添加住宅
完成見学会

松山市福音寺町にて、毎週土・日・祝とモデル
ハウスをオープンしています。

根など見どころ満載です！
『世界で一番自然に近い家』無添加住宅のモ

3/3 ・4
10：0

その際はご予約をお願いします！

ご予約のお問い合わせ
みのりホームまで

●

リノベーションが注目を集めている
のは、それなりのメリットがあるからだ
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福音小から東へ170m

「リノベーションのメリット」
もあるため対象となる戸建やマンションの範囲を増や
すことができます。

●新築を建てるよりもコストをおさえること
ができること
同じ条件のものと、新築を購入する場合の費用と中古

間仕切りがない広々としたリビングにしたり、システ

を購入してリノベーションする場合を比較すると中古

ムキッチンを設置したりなど、既存の住まいでは味わえ

を購入してリノベーションするほうが、20％〜30％程

ない、
自分だけのライフスタイルを演出することができます。

安く済むことが多くあります。

●物件の選択肢が増えること
佐古岡神社

N

リットとして、大きく分けて３つが挙げられます。

●自由に設計できること

杉山
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トゥモロウ

と考えられます。よく言われているリノベーションのメ
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ＴＥＬ 089-976-0047

知っ得! 不動産

白形医院

お問い合わせ みのりホームまで ＴＥＬ089-976-0047

平日の対応も可能です。

丹生神社

0〜17：0
3/3・4の2日間限定で無
0
添加住宅の完成見学会を
開催いたします。
無添加住宅は「世界で一番自然に近い家」なので、使って
いる材料は無垢の木材や漆喰といった自然界にあるもの
です。接着剤には化学接着剤を一切使わず集成材は米糊や
にかわ（動物の骨や皮を煮て精製してできるゼラチンで
す。にかわ＝ゼラチン＝コラーゲン）を使っています。
米糊の接着力は300年もつといわれ、日本の気候にも
適した接着剤なのです。しかも、当然ですが、ご飯からでき
ているので食べられるくらい安全で、揮発性有機化合物
（VOC）による室内空気汚染もありません。塗料には柿渋
を使用します。
健康住宅を探求し、たどり着いた無添加住宅に共感して
いただいたお施主様のご厚意による完成見学会となります。
自由設計なので、いろんなところにお施主様のこだわり
も感じられます。この機会にぜひお越しください。

デルハウスです。どんどん見に来てください♪

まってるよ

アカシアに柿渋を塗った無垢のフローリン
グ、天然御影石天板のキッチン、天然石の石屋

むてんくん

in和気町

そのほか毛玉取り機、ハサミやカミソリでカッ

毛玉は洗濯や着用時の摩擦による繊維の絡み

弊社では、物件の紹介からリノベーションの提案まで

間取りや内装、設備機器が条件を多少満たしてなくて

一貫してできますので、ご

も、新しく変えてしまうため、あまり気を使う必要はな

興味のある方はお気軽に

く、エリアや立地さえ条件を満たせればよいという部分

ご相談ください。

やわらぎ便り
グループホームやわらぎ（枝松）

- 新しい年を迎えて！『新年あけまして

「小坂の無添加住宅」

田中 季代

担当 小島

はご家族の参加もあり、一緒に食事をすることが出来まし

おめでとうございます！』

立春とは申しますが、まだ

た。ビンゴ大会も行い、プレゼントに靴下やコップなど何が

まだ寒さ厳しい日々が続いて

当たるか“ドキドキ” しながら、利用者さんも楽しまれてい

おります。皆様、体調崩されて

ました。おやつには クリスマスケーキを作り、みんなで頂き

いませんか？

ました。

昨年の話になりますが、ク

今年もご家族が

リスマス会の事を少しお伝え

参加して頂けるよ

できればと思います。

うな行事を計画中

祝！上棟

12月24日にクリスマス会を行いました。当日はスタッフ

で す 。外 出 先 を 決

がお弁当を作り、ちらし寿司やカラアゲなど・・・、利用者さ

めるのも 中々大変

んの好きな物、食べや

で・・・、おすすめの

すい煮物などを入れ

外出場所などがあ

て作りました。みんな

れば教えて頂けた

でクリスマスの曲を

ら嬉しいです！

聴き、サンタやトナカ

宜しくお願いします。

イの帽子を被り、今回

ホームページ http://www.yawaragi -ehime.com/

１月中旬建築中の仮設足場を撤去した直後の写真です。
無添加住宅の真っ白な外壁と真っ青な空のコントラスト

担当 是澤

北井門にて新築工事中。先日無事上棟しました！
手前に見える下屋部

が気持ちいいですね。

分はこだわりの石屋根、

10月下旬に上棟し

奥行きのある大きなバ

てから約２カ月半が

ルコニーと吹抜けが特

経過しました。

徴的なおうちです。 天

後１カ月程で完成

然の石屋根は見た目だ

です。完成が待ち遠し

けでなく、メンテナンス

いですね。

不要の万能屋根です。

みのりフィランソロピー

ス !!

メリークリスマ

昨年の12月に慈恵会の子どもたちと焼
き肉パーティーを行いました。元気な子ど
もたちとふれ合い楽しいひと時でした。
最後には毎年恒例のサンタさんとの

安心・安全・快適リフォーム!
松山市K様邸

大盛り上がりでした。
今年もきっとサンタ
さんが来てくれると思

浴室改装工事 完成!! 完 成
施工前

ジャンケン大会もあり

います〜（＾。＾）/

施工中

畑や田んぼにまかれた農薬、PCB、ダイオキシンなど
の大量の化学物質は、川から海に流れて海の生物に蓄
積され、その食物連鎖の頂点に近いマグロやクジラの
脂身の中にはこれらの物質が相当溜まっています。そ

施工中

れを最後に人間が食べるので、私たちの体内の脂肪に
はこの種の化学物質がいっぱいなのです。
妊娠した女性は、胎盤を通して赤ちゃんに栄養をつ
けなければいけませんが、その時、母親の胎内の脂肪に

キレイ〜♪

先月に引き続き、化学接着剤に代表
される有機溶剤の怖さを話します。
担当 恩地

今、在来の浴室をユニットバスにするお客様
が多い中、在来浴室で、なおかつ総桧造り浴室
を希望されるお客様は本当に異例な事でした。
私自身、ここまでの「桧づくし」は初めてで、
今後もおそらくない事と思います。とても貴重
な経験をさせていただき有難く思っております。
ちなみに浴槽は、飛騨高山の専門業者に特注で依頼し
ました。又、納期は、1.5ヶ月〜２ヵ月くらいでした。

健康で安全な家を求めて！
−「病気の原因は建物④」

混ざった化学物質も赤ちゃんの体に入ります。また母
と子が住んでいる家の有機溶剤も
どんどん侵入していきます。
断定することが出来ないとして
も、これは必ずなんらかの影響は

「油に溶けるか、水に溶けるかー」この違いが、体内では大

あるはずです。繰り返しになりま

きな違いになります。体内複合汚染の原因物質は、そのほと

すが、これらの物質は全部、脳神経

んどが油に溶けるもので、人間は油に溶ける物質を栄養だ

に影響する物質なのですから！

と思って自分の脂肪に溜めるのです。ちなみにホルムアル

お母さん方（もちろん、お父さん方

デヒドは水に溶けます。

も）、充分にご注意を！

