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1

みなさん、こんにちは！このニュ
ースレターを初めてご覧になる方に
は、はじめまして！本多和彦です。

1

自己診断チェックシート
□家が欲しい！展示場へ見に行こう！
右記の『自己診断チェックシート』で、一つでもチ

□土地探しは工務店にお任せで！

ェックがついたなら一度家づくり塾に来てみませ

□大きな会社に頼めば安心だ！

んか？この塾に参加したからといって、私たちのと

□値段は安いにこしたことはない！

ころで建てなければいけないということはありま
せん。また、売り込みもいたしません。安心してご
参加ください。

□住宅ローンは金利が安い方が
いいに決まっている！
□自己資産が貯まるまでガマン・ガマン！！

◆家づくりはじめの一歩
・そのスタンスで展示場・見学会に行っても大丈夫？
・家づくり計画。まずはタイムスケジュールを！

・あなたはどうして家を建てたいのですか？

・家づくりは土地探しから・・・そう思っていませんか？

◆家づくりお金の話
・資金計画って何？（自己資金・住宅ローン・保険・貯蓄）

・住宅ローンの選び方

◆家づくりのパートナー選び
・限られた時間の中で、あなたは何社と打ち合わせしますか？
・家づくりの合格点は 80 点？建設会社を味方にすれば 120 点！！ その採点基準とは？

私くらいの年齢の人は誰でも、昔
買ったカセットテープを持ってい
るでしょう。そしてラジカセも高い
お金を出して買ったはずです。今で
もそれを持っている又は使ってい
る人はいるでしょうか？私は、大分
前にラジカセやカセットテープを、
処分しました。ただ、落語全集と英
会話のテープだけは勿体なくてと
っておきました。
その中には、２０年前の「スピー
ド・ラーニング」や「イングリッシ
ュ・アドベンチャー」等の英会話の
テープが５０本くらい、そのうち半
数以上がなくなっており、３年前人
に頼んで、テープを CD にしてもら
いました。もう一度英会話の勉強を
しようと試みましたが、せいぜい１
０日くらいで飽きてしまい、再び戸
棚の中に入ったままです。やはり目
的のない勉強は、長続きはしないも
んですね。また歳のせいという事も
大いにあるでしょうけど。
落語の方は、最近暇ができたの
で、何かすることはないかと始めた
戸棚掃除の際に、三遊亭圓生の全集
３０巻、古今亭志ん生全集２０巻が
すべて揃っているのを見つけまし
た。そう何度も聴いていないのでテ
ープ自体は新しく、今まで放ってお
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わが趣味に没頭する不安と恍惚と
いたこれを、さてどうしようかと考
えていました。
テープを CD にしてもらうのも考
えましたが、５０本もあります。CD
にする機械を通販で見かけてはい
ましたが、結構値段が高く仮に５０
本全てを CD にしたところで、果た
して全部もう一度聴くものだろう
かと思案してみたところ、一番安い
ラジカセが５千円台で売っていた
ので、それを買いました。常に車に
置き、テープ持参で聴くのが簡単だ
と、やはり俺はアナログが性に合っ
ていると納得しました。
いつも車に置いては、昔聴いた落
語を懐かしく思い出し、この歳だか
らこそもっと深く理解出来る噺も
たくさんあると気付かされました。
圓生、志ん生は戦後の落語界の双
璧をなす大名人です。六代目三遊亭
圓生は「古典落語の最後の名人」と
いわれ、その芸域の広さ、その芸格
の高さ、いずれの点でも余人の凌駕
を許さない巨匠でした。
一方五代目古今亭志ん生の「芸と
酒と貧乏と」はあまりにも有名で、
その芸風の奔放さと自由闊達さと
無邪気さは、誰にもまねの出来ない
天才と言われる所以であります。
最近、全集の最後の２０巻目に入
っている大津絵節の「冬の夜に風が
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吹く」という唄を、志ん生が唄って
いるのを２０年ぶりに聴いて、やっ
ぱりいいもんだ、すごいもんだと、
江戸っ子気質（かたぎ）を肌でゾク
ゾクと感じました。
“冬の夜に風が吹く 知らせの半
鐘がジャンと鳴りゃ これさ女房
わらじ出せ 刺し子襦袢に火事頭
巾 四十八組おいおいと お掛り
衆の下知を受け 出て行きゃ女房
はそのあとで うがい手水に身を
清め 今宵うちの人になァ 怪我
のないように 南無妙法蓮華経
清正公菩薩 ありゃりゃんりゅの
掛け声で 勇みゆく ほんにおま
えはままならぬ もしも生まれた
この子が男の子なら お前の商売
させやせぬぞえ 罪じゃもの”
慶応大学の塾長で、戦後皇太子の
教育に当たられたことで知られ、志
ん生ファンでもあった小泉信三が、
これを聴くたびに目頭を押さえた
というほどの感動を与える歌です。
志ん生はこの唄を年に一度しか歌
わなかったと話しています。
実務を離れて今
年で４年目に入り
ます。ますますわ
が趣味の世界に没
頭していくことに、
不安と恍惚を感じ
る今日この頃です。
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シロアリから家を守りましょう！

（４人分）

① 新玉ねぎは縦半分に切り、縦に薄くスライスする。
じゃがいもは皮をむいておく。
② 鍋に新玉ねぎとツナ缶(油ごと)を入れて中火にかけ、
新玉ねぎがしんなりするまで炒める。
③ 少ししたら、カレー粉を加えさらに炒める。

●新玉ねぎ

１.5 個

春先は羽アリが出てくる季節です。羽アリには、
“シロアリの羽アリ”と“ク

●じゃがいも

1個

ロアリの羽アリ”がいます。シロアリは前羽と後ろ羽の大きさが同じで、くび

●ツナ缶(８０g)

1缶

れがなくずん胴なボディが特徴なのに対し、クロアリは前羽が大きく後ろ羽が

●カレー粉
●塩こしょう

④ A(スープの材料)と、皮をむいたじゃがいもをすり
おろしながら加え、蓋をする。
⑤ 煮たったら火を少し弱め、5～6 分煮る。

小さじ 2

小さく、くびれたボディが特徴です。

少々

家屋を食い荒らし、大きな被害を与えるシロアリには要注意！シロアリはジ

●固形スープの素 1 個

メジメした湿気を好むため、結露しやすい場所や水まわりに被害が多く見られ

●水

300 ml

ます。雨漏りや結露などでいつも湿っている場所は被害を受けやすいので、早

●牛乳

300 ml

期修繕が被害拡大の予防につながります。

⑦ 塩こしょうで味を調えれば出来上がり♪

床がきしむ、ふかふかしている所がないか、家の外に餌になる木材や雪囲い

★じゃがいもをすりおろすことで、トロトロでおいしいスープの完成です★

用の材料を放置していないかなどをチェックしてみて下さい。

ジャガイモをすりおろして、自然なトロミをつけました。

本多建設では床下の無料点検

A の調味料を合わせておく

を行っています。

⑥ 煮汁が少し残っている位で、できあがり♪

お気軽にご利用下さい。

POINT…少し甘めの味付けです。お好みで唐辛子を入れて大人の味にした
り、
濃さを調節するのも GOOD！春の香りを味わってくださいね♪
最近、ネコの人気が急上昇しているようですが、我が家の娘もネコが大好きで

最近かかとがひび割れて、ストッキング
の消耗が早くて困っています・・・。
早くきれいにする方法はありますか？

す。よく通る道沿いにあるコンビニの駐車場に、よくネコがいます。その前を車
で通る時、娘はネコがいるか必ずチェックし「あ～今日は２匹いる～❤」などと
言い、用もないのにコンビニへ寄ることとなります。そのネコは人馴れしている
のか「ニャ～❤」とかわいい声を出し、足元に体をスリスリしてきます。すると
娘はもうメロメロ♪自宅では、テレビや雑誌でブサカワ系（ブサイクだけどかわ
いい）や、モフモフ系のネコが写っているとキャーキャー騒いで見ています。い
つ「ネコが欲しい！」と言い出すかと考えると、私がドキドキしてしまいます・・・。

かかとのガサガサやひび割れの主な原因は、乾燥です。
もともとかかとは角質層が厚く、皮脂腺がないの

ください。入浴の際は湯船にしっかりと浸かり、

で乾燥しがちです。普段素足で過ごすことが多い人

皮膚を十分にふやかしてからにしましょう。ただ

は、靴下を履いて乾燥を防ぎましょう。かかとのケ

し、ゴシゴシ擦るのは逆効果。お風呂から出たら

アは？と聞くと、軽石や角質除去専用のやすりを使

保湿のクリームや尿素配合の保湿クリームを塗る

うという方も多くいらっしゃるようですが、削りす

事ことをおススメします。塗った後は、すぐに靴

ぎは防御機能を働かせてしまい、

下を履くと湿効果が高くなります。それでも改善

さらに角質が厚くなる悪循環を

しない場合は、水虫などが原因になっていること

生んでしまいますので注意して

もあるので、皮膚科で診てもらってください。

私たち本多建設は社会福祉活動の一環として、ペットボトルのキャップを集め
ております。先日、皆さまにご協力いただきましたキャップの仕分け作業がよう
やく終わり、今回は 25 ㎏（10,750 個）をエコキャップ推進協会さんへお送り
する事ができました。皆様からご提供いただきましたキャップは、世界の子供達
のワクチン支援活動や、社会貢献活動へと使われます。ご協力いただきました地
域の皆さまありがとうございました。また、今後エコキャップの寄付にご協力
いただける方にお願いがございます。
① キャップは清涼飲料の蓋のみとなり、金属キャップ
（アルミ・鉄など）は該当しません。
② 水でさっと洗って下さい。
（カビや虫が発生します）
③ シール（応募シール・値札）などは剥がして下さい。

ひと手間掛けるだけで、寄付できるキャップの数はグンと増えます。本多建設は、今後も回収活動
を継続していきますので、引き続きご協力をよろしくお願い致します。

誕生日：昭和５６年１月３日（３５歳）
血液型：B 型
住まい：高畠町
趣味：スノーボード、子供と遊ぶこと
家族：ご両親、奥様、娘さん（小 1）、弟さん
【メッセージ】高校を卒業してから大工さんとして働き始め、大工一筋１８
年目という若手棟梁の高橋さん。昔から物を作るのが大好きでプラモ作りは
お手のもの。休日は実家の農家を手伝い、時々“ホルモン”をつまみにビー
ルで一杯♪が最近の息抜きになっているそうです。モットーは「恥ずかしい
仕事をしない！お客様に夢を与える家づくりを目指します！」と元気に答え
て下さいました。お会いした際は、ぜひ声を掛けて下さい。

