第199号
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設

寒気がするときは…焼き梅干し茶
のどが痛く、寒気がするときなどは、梅干し
を２〜３個焼き網にのせ、弱火で焦げないよ
うによく焼いて、熱いお茶を注いで飲むと、汗
が出やすくなって、症状が早く治ります。
焼き網がない時は、オーブントースターや
グリルで焼いてもよいでしょう。梅干しの数
は、塩分の濃さによって加減してください。

27 16806

0

1

現在、弊社では久米窪田町、水泥町、東温市田窪で分譲地を行っています。
自社分譲地につき、仲介手数料不要となります！価格や販売状況に
つきましては、その都度みのり商会までお問合せ下さい。

久米窪田町

9 10 11
土

日

月
祝

●場所 無添加住宅 モデルハウス
●時間 10：00〜17：00
今の季節、大活躍の薪ストーブを活用して、
ピザと焼き芋を作ります!冬を楽しむ知恵を
体感してみませんか?お気軽にご参加ください!

ファミリー
マート

北久米駅

アクセス
マップ

モデルハウス
東道後の
スーパー
そらともり
日東
くすりの
レデイ
久米駅

優しい空気に包まれる家

時間/10：00〜17：00
会場/松山市北久米

〒790-0923 松山市北久米町204番1

みのりホーム

検索

Tel.089-976-0047

1 級 建 築 士 事 務 所 登 録 第 2 8 9 6 建 設 許 可 （ 般 - 2 7 ）1 6 8 0 6 号 （ 財 ）住 宅 保 証 機 構 登 録 店

土 日 祝 毎週公開 予約

時間/10：00〜17：00

水 泥 町

!

お早めに!!

☎089-976-0050

●全3区画
●受付開始!!

小野小学校の近くで造成中。バス停まで徒
歩1分、平井駅まで徒歩10分の利便性の良い
場所です。
着々と造成工事が進んでおります。

東温市田窪

●全4区画
●残り2区画

人気の南吉井小学校の近くで行っていま
す。牛渕駅まで徒歩10分と交通の利便性も
良いところでありながら、周りには田んぼが
あり、のどかな田舎暮らしができます。きれ
いに造成工事も完了しています。

知っ得! 不動産

モデルハウスOPEN!!

松山市福音寺町42-6

●全6区画
●ラスト1区画

お問合せ先 株式会社 みのり商会

閑静な住宅地でありながら、国道11号線
へのアクセスも良く、近くの北窪田公園はお
子様の遊び場に最適です。既に造成工事完了
していますので、あとは建てるだけです！

in無添加住宅

2

昔から、風邪にいいと言い伝えられて
きたのが卵酒です。
卵1個を耐熱容器に割り入れ、日本酒
100cc弱を注ぎ、湯せん（鍋に湯を沸かし
て弱火にした中に、卵と日本酒を入れた
耐熱容器を入れる）しながらかき混ぜて温めたものを、寝る
前に飲みます。鍋に直接卵とお酒を入れて火にかけると卵が
固まってしまいますが、湯せんをすると卵が固まりません。
飲みにくい場合は、少し砂糖を入れてもいいようです。

自社分譲の報告

薪ストーブでピザと焼き芋を作ろう!

北久米
小学校

風邪退治の定番レシピ…卵酒

風邪かな？と思ったら

2019

不要

売却で仲介業者を利用するメリットとは？

不動産取引には、さまざまな専門知識やノ
ウハウが必要です。経験を生かした各種交渉
や法律を守った契約の締結など、知識を必要とする手続きは
多岐にわたります。仲介業者に依頼すれば、それらを1から
学ぶ必要はありません。
売却の際は、物件の特性や地域性を加味した販売活動で購
入希望者を効率的に探せて、内覧の調整や契約、決済などの
対応も適切に行ってもらえます。そのため、スムーズな不動

産取引へと導いてくれるというわけです。
個人で行う場合は、買主との契約条件が折り合わずトラブ
ルに陥る可能性もあります。売り時を逃してしまい、売却価
格を大幅に見直すこともあるでしょう。大きな資産である不
動産を売却する際には、仲介手数料を支払ってでも業者に依
頼した方が、最終的にはコストを抑えられる場合も。仲介業
者は不動産取引の専門家であり、手数料は専門家への相談料
でもあるのです。

やわらぎ便り

有限会社やわらぎ

-本日はお日柄も良く-

田村富美子

「今日は特別じゃないんかい。」
「 いつも通りでございます。」
「ああそうかいそうかい。」
いつも通りといつも通りでないことが入り交じって日々が
繰り広げられる。突然にまたは少しずつ介護を必要とする日が
やって来た人を前にして。私たちはどんな姿勢で向かい合えば
いいのでしょうか。
“あなたはどんな介護がしたいですか。”と聞かれて、“笑顔に
なって貰えるような”とか、“ありがとうって言ってもらえるよ
うな”とかよく聞く。果たして我々介護職は笑顔でそしてありが
とうの心でその言葉をどのくらい伝えているだろうか。お年寄
りの力を発揮してもらえる場面を創ることができているで
しょうか。
「私は褒められると伸びるタイプなんです。」なんて冗談か本
心なのか、アツカマシイ事を言う人にこの仕事の真剣味を感じ
ない。大切なものを犠牲にしてとか比較するようなことを言っ
ているわけではない。バランスはと
ても必要で常に一定ではないので厄
介な時もあれば安定する時もあると
言う事。但し選択を迫られる時に損
得で考えてしまうと進む方向の景色

が変わる。この介護の仕事を選択した仲間とは同じ景色を見た
いと思う。それをチームワークと表現する場合もあるが、忘れ
てならないのは介護の受け手と担い手の関係のみで進まない
事。深刻になりがちな事はユーモアの精神をもって乗り切るこ
と。大切な事には継続する力を身に付けること。強く思います。
この頃、続けて事業所に対してお褒めの言葉を頂戴しまし
て、我々職員がアップアップするほど目まぐるしい日々が続い
ているけれどよく笑ってます。お年寄りも職員もいっしょに、
朝から大笑いしている声が外にも響いています。そんな時に必
ずのようにお年寄りから“笑う門には福来る” 職員が慌ててい
ると、これまたお年寄りから“急がば回れ”ナイスフォロー。身体
の拘縮が進むお年寄りに痛くないですか、大丈夫ですか、なん
て当たり前のように言葉をかけても負担がかかっているのは
表情で解る。そんな時、お年寄りから「他に気の利いたことが言
えんのかい」絶句しそうになりながら、“本日はお日柄も良く”傍
にいる者にしか聞こえないような声で笑い声が。当たり前のよ
うにやっていることって本当に気の利いたことになっている
のだろうか。この続きはやわらぎのブログでお目にかかること
になるかもしれません。本年もよろしくお願いいたします。

ホームページ http://www.yawaragi-ehime.com/

安心・安全・快適リフォーム!
松山市

I様邸

洗面所改装工事 完成!!

祝！上棟

思い出つくり
担当 松岡

担当 是澤

無添加漆喰塗の際にお施主様に来ていただいて手形
を押しました。
お家つくりの
思い出になるの
でおすすめです。
漆喰が乾いた
後に飾り付けを
する予定です。

久万ノ台にて先
日上棟しました。
雨の合間の見事
な晴天に恵まれ、無
事上棟することが
できました。

無添加大好き!

私の住まい

健康へのこだわりが
決め手となりました

「家族にアトピー性皮膚炎の症状があって、家の中の空
気はとても気になってました」とI様。さらに「今はたしか
に、健康や自然素材を売りにする住宅会社が増えました
けど、内容はどこもどんぐりの背比べでしたね」と続けま
す。かなりの住宅会社を回られたとのことでした。
そんな時、聞いたのが無添加住宅の話。
「今まで聞いた
ことのない話ばかりでした。健康への意識が他社とは比
較になりませんでした。ようやく理想のパートナーに会
えた!っていう感じでしたね」と家づくりを決意されまし
た。テーマは、自然素材を最大に活かした健康な家。
まず、外観は周辺の環境とも調和を意識し、漆喰壁に錆
び御影石の石貼りと、木の質感がやさしい丸みをおびた
バルコニーでとても個性的なものに。LDKはまず、壁付け
とアイランド型のセパレートタイプ。
「見た目よりはとて

着工前

着工前
ピッカピカで
とてもステキ !

完成

完成

老朽化により収納を作り変えたいとのご依頼
があり、改装となりました。数ある見本より、施主
様ご希望の木柄を選びました。
洗面化粧台も高級感のあるもの
へとのご希望でした。工事後はと
ても満足して頂け、大変嬉しい
お言葉もいただきました。
担当 粟野

着工前

完成
阪神淡路大震災に学ぶ！
−地震に強い家、弱い家
1995年1月17日、大震災のその
日、私は発生源のど真ん中である西
宮市に住んでいました。地震で破
壊された数多くの家を見て、建
築に携わる者として、地震に強い家と弱い家をつぶさに観
察することが出来ました。そして地震に強い弱いは家の型

I様邸

も動きやすいんですよ」と機能性もバッチリ。隣接の和室
には掘りごたつで畳の周りには無垢の床材が張ってあ
り、それだけで上質な空間となっています。
そしてウッドデッキ。大開口のサッシを使い、とっても
開放的です。まさにリビングと一体化していて、
「セカン
ドリビングのように使ってます。お友だちもここが気に
入っていて、女子会やティーパーティには絶好のロケー
ションです」と奥様も大満足です。気になるアトピー性皮
膚炎も改善したそうです。

がとても大切だということも強く感じました。いくら
杭を打っても液状化した土地では何の役にも立ちませ
んでした。そしてこれを今後の歴史的な事実として後
世に伝えていくとともに、今後の家づくりに反映して
いきたいと思ったのです。
震災の朝、私は当時6歳の娘と一緒に和室で寝てい
ましたが、ドカンという音で目を覚ましました。その時
タンスが倒れたのですが、幸いなことにそれがもう一
つのタンスに引っかかって空間が出来、運よく助かり
ました。
家の外に出ると目を疑う光景が広がっていました。
その翌日、神戸の親戚の家に行くとほとんどの家がつ
ぶれていました。長田という地区は火事の被害がすご
かったと聞いていたので、そこの弊社が建てた家を見
に行きました。その家と隣地の大手Tホームの家の2軒
だけが残っていましたが、驚いたことにTホームの家の
2階が45度ほどずれているのです。
大手でもこんな風になるなんて…。次回は、さらに専
門的に地震に強いか弱いかを話していきます。

