
～非日常～  

   先日、息子に誘われ「メイクアップショー」たるものの観賞に 

行って来ました。 

「友達がモデルさんになり出演するけど、男一人で行くにはちょっと 

抵抗があるから一緒に行かへん？」と急に白羽の矢がたちました。 

その友達はとても可愛いらしい娘さんです。 

 一緒に出掛ける事に若干（？）の嬉しさを感じながら、ショーへの期待も膨らみます。 

来場されている方たちはほとんどモデルさん達の身内のように思えましたが(笑)、どなた

もとても嬉しそうな表情で見守っておられます。 

 モデルさん達は若くて細くてきれいな方たちばかりでは…なかったですが（^^;）、メイクア

ップしてきれいなドレスを着てランウェイを歩く…その姿は美しく見ている方も心がうきう

きしてきました。 

 

 皆さん、毎日仕事や子育て、中には介護をされておられる方もおられるとの事でしたが、

時には日常から離れ自分の為に時間を使う事で、また次の日から頑張れるエネルギーが

湧いてくるんだと実感したひと時でした。 

 

さぼりがちな自分のケアも見直して、さぁもうひと踏ん張り…。 

 

                                     （ケア・すぎけん 井谷） 

 

 

 

はじめまして、こんにちは。 

5 月より杉建で、現場監督として働いております石河(いしこ)と 

申します。 

 

まだ知らないことが多く毎日勉強ですが、杉建の先輩方や 

大工さんに、いろいろ教えて頂き、毎日必死に仕事しながらも充実した毎日になっ

ております。 

 

資格試験や知識を、自ら学びにいって成長し、いつか現場管理もプランの提案も

「石河君なら、問題ない！！」「よかった！！」と、多くの方から言っていただけ

るように、体も小さいですが頑張りたいと思っております。 

 

私は大宮の口大野出身で、よく春祭りの芸屋台・ワイワイ祭  

りなど夏祭りの出店・秋祭りの太刀振り・樂と出ています。太刀

振り・樂に関しては今 26 歳ですがおじさんになっても振り子と

して振っていきますので見かけたらお声をかけて頂けるとあり

がたいです。 

                      （現場監督 石河 章紀） 

～はじめまして！石河です～ 
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杉さんのひとり言  
  いつもお世話になりましてありがとうございます。 

 

 早いもので霜月の十一月になりました。カレンダーもあと 2 枚で 

新しい年になります。 

霜月というぐらいで、霜が降り寒さが一段と進む時期になりましたが、 

皆様はお元気でしょうか？ 

 十月は大きな台風が 2 回やってきて、いろんな被害が各地で出ています。本当に考えられない

ような豪雨が降り、私たちの地域でも土砂災害により川がせき止められ、水があふれて床下浸水

などの被害が出ました。こんなことは以前はあまりなかったですが、やはり地球温暖化の影響でし

ょうか？ 

何とか温暖化を止めなければ、益々ひどくなりそうです。 

 

 さて、先月は加悦谷高校時代の気の合った仲の良い友人 5 人で 

北陸の山中温泉で同級会をしました。5 人そろって会うのは高校生 

の時以来 45 年ぶりです。 

 それぞれ宇治市、枚方市、神戸市に住んでいて丹後からも 2 人 

行きました。 

 みんな還暦を過ぎ、仕事の方も勤めが一段落し今は嘱託で勤めて 

いるようです。 

 夕方 6 時ごろ山中温泉の旅館で出会い、酒を飲みながら近況報告をしました。 

子どものこと、孫のこと、仕事のこと、家庭のこと、残り少なくなってきた将来のことなど、話題は

尽きなくどんどんと出てきて、本当にアッという間の時間でした。夜中の2時ごろまで飲みながら

それぞれの思いを語り 45 年間を埋めようと話をしましたが、一晩ではとても語り尽くせない貴重

な再会でした。本当に竹馬の友はそれぞれの立場や環境を乗り越え、まるで高校時代そのまま

です。遠慮がいらない心からの友は何ごとにも代えられないありがたい存在だとつくづく再認識

をしました。 

 これからは「3 年ごとに会おう」と約束をして別れました。次は 3 年後を楽しみに丹後の方で段

取りです。 

 

 今月もありがとうございます。                           （談 杉本 孝史） 

 

 

          

             以前よりこちらでお伝えさせていただいていましたが、我が家のＬＤＫのリフ

ォーム工事が先日完成しました！！ 

             まだ今は片付けつつ生活をしている状態ですが、リフォームしてよかったなぁ

と思うことは、部屋が明るく開放的な雰囲気になったところと、念願の台所の  

収納が増えたところです。せっかく増えた収納をうまく活用して、いつもスッ 

キリとした家に住めるように、片付け上手になりたいなぁ～と願う今日この頃 

です（＾＾；）                            （談 上田 裕子）                                                                                                      

編 集 後 記 



 

みなさんは『

ヒートショック

低い部屋へ行ったときなど、急激な温度変化

で心臓発作

暖かいリビングに比べ、トイレ・洗面所・浴室な

どでは最大で

屋を出た瞬間、寒い思いをすることに！

急激な温度変化は、体に大きな負担を与えま

す。 

このヒートショック

断熱住宅

建物全体を断熱化することが理想的ですが、改修などでは、生活導線に沿って断熱化す

ることでもヒートショックなどのリスクを抑えることができます。

改修では、一般的に一度既存の内壁を撤去し、断熱材を施工します。また撤去工事を行

わず、天井裏から断熱材を施工したり、部屋内側から断熱性のあるボードを貼ったり、床

下から断熱材を施工する方法もあります。

～ 

 

断熱住宅

ないので、湿度も一定のレベルに保ちやす

いのが特徴の一つです。

ご存じのとおり、湿度が低いと

フルエンザの

しやすい環境に、湿度が高いと

が発生しやすい環境になります。

 

    

 

 

 

 

家族の
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ヒートショックとは、冬場、室温の高い部屋から

低い部屋へ行ったときなど、急激な温度変化

心臓発作や脳卒中

暖かいリビングに比べ、トイレ・洗面所・浴室な

どでは最大で 6.2℃

屋を出た瞬間、寒い思いをすることに！

急激な温度変化は、体に大きな負担を与えま

ヒートショックのリスクを防いでくれるのが

断熱住宅です。 

建物全体を断熱化することが理想的ですが、改修などでは、生活導線に沿って断熱化す

ることでもヒートショックなどのリスクを抑えることができます。

改修では、一般的に一度既存の内壁を撤去し、断熱材を施工します。また撤去工事を行

わず、天井裏から断熱材を施工したり、部屋内側から断熱性のあるボードを貼ったり、床

下から断熱材を施工する方法もあります。

 他にも

断熱住宅は通常の住宅より温度変化が少

ないので、湿度も一定のレベルに保ちやす
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わず、天井裏から断熱材を施工したり、部屋内側から断熱性のあるボードを貼ったり、床
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わず、天井裏から断熱材を施工したり、部屋内側から断熱性のあるボードを貼ったり、床
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ることでもヒートショックなどのリスクを抑えることができます。
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建物全体を断熱化することが理想的ですが、改修などでは、生活導線に沿って断熱化す

ることでもヒートショックなどのリスクを抑えることができます。

改修では、一般的に一度既存の内壁を撤去し、断熱材を施工します。また撤去工事を行

わず、天井裏から断熱材を施工したり、部屋内側から断熱性のあるボードを貼ったり、床

こんなメリットがあります

          

適度な湿度を保つことは、きれいで過ごし

やすい空気を確保するだけでなく、家族み

んなの健康を守ることに繋がります。

断熱住宅は、湿度を保つことでウイルスや

アレルギーの原因となるカビ・ダニを

くする住宅です。
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