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感謝の気持ちで 34年 。
私 達 は 親 身 にな っての「 まごころ施 コ と、いつも「 お か げ さまJの 心 根 をもった 憲 まも りに 徹 します 。
家まもりとは、住あ人の身にな つて大切に家を守る事を仕事とします。

「この暑 さ何 とか して !」 と何度 となく□か ら発 したくなる
暑さの日々が続きました。
皆様お変わりなくお過こしでしょうか。お伺い申し上げます。
空気の澄んだ夕方、空を見上げると美しい夕焼け。
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楽しめるのが秋のシーズンです。
先 日毎月送 られてくる地域女性会の新間にこんな投稿が
「衣料キップ」、
のつていました。「米穀通帳」、
「代用食」戦後
生 まれの 人が 8割 を越えた今 、こんな言葉を知 つている人も

私の好きな季節になりました。 つかもとあけみ画

少 なくなつたと。私 が結婚 した 45年 前 に ￨ま 米穀通 帳 ￨ま まだ
発行されていました。そしてその通 帳を見せて安い配給米を私達も食べ ていました。お米屋さんに
よつて値段は余り変わりはないのに味が違う。お店選定に少し知恵が必要でした。そんな45年 も前
に￨ま 常 にいろんな工夫をしてきました。近所付き合いから発生する情報交換も若かつた私には貴重
でした。物が豊かになり人の心が貧しくなつた現代社会で、もう一度「心豊かに生きていく」を少し
でも実行していこうと私は常々考え行動しています。

皆様日々お健やかにおだやかにお過こし下さいませ。

どんな事でもお気軽にこ相談下さい
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つ か も とあ け み
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おまかせ下さい。
二級建築士・防犯設備士の

前号では防犯カメラのお話 しをさせて頂きましたので、今回は室内の空間セキュリティーについて。
私の通常業務 ￨よ 住宅リフォームになりますので、主な仕事肉容は「家まもり」になります。しかし「家
まもり」は、家という外部と住居スペースを遮 断する箱を守ることに該当し、
「家まもり」を行えば室
内空間も全て安全とは言い切れず、別途空間の安全を確保する必要があります。
一例で考えますと、中古住宅や賃貸物件に入居する際、前の居住者が盗聴器等を設置したまま退去
した場合、その室内における会話等 は、全て外部に漏洩 している可能性もあります。もちろん、電池
式等でこく限られた時間内のみ有効な機器の場合、会話を傍受出来ない状況になれば漏洩の脅威
は低くなりますが、コンセントからの電源供給 の場合、電池切れ ￨ま なく、故障を除き電源に接続して
いる限り漏洩は続くので、機器の除去や無効にする必要性が高くなります。時と場合により対応を変
える必要があり、ライフスタイルまで考え直す必要が出てくる事例もあります。
「今」に不安をお持ちの方は、まずこ相談ください。
次号ではもう少し詳しく書きたいと思いますが、
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・ 食器洗 い機 つて音はするの?
・ シンクの使い勝手はあるの?
・ お魚 の焼き具合 はどんな感じ?
等々のお悩みのある方は、当店の「使えて感 じる
ショールーム」をご利用下さい。
場所 は私 の 自宅兼事務所 のマイキツチンで す 。
失敗 しないキッチン選びは、事前に体験して納得
してから購入するのも一つ の方法です。どなた様
もいつ でもお使い下さい。
主婦 目線 で提案 するフォームのプ回のちょつと
した知恵をお伝えします。

お電話を頂 いた時、こんなこともお願いできます
あります。そこで今回初めて塚本明美、塚本康仁
塚本明美 保有資格
増改築相談員、住宅断熱施工技術者、屋上緑化推進マイスター 、ライフオーガナイザーニ級、
健康住宅アドバ イザ ー 、LIXILリ フォームネット水まわリマイスター
塚木康仁

保 有 資格

二級建築士 (管 理建築士兼任 )、 既存木造住宅耐震診 断、京都府地震被災建築物応急危 険度判定士 、
第 二種電気 工 事士、防犯設備士、小型車両系建築特別教育修 了、」ILCOM通 信傍受対策技師二種 、
GSSガ ス機器設置スペ シャリスト、」O丁 O FRPグ リッド基礎補強工法設 計施 工 技術者 、ARS工 法施 工技術者

当店はリフォーム全般及び家の修繕工事すべて迄を「家まもり」としての自覚の元に施工しております。
自社内で解体〜仕上げまで行える施工内容も多々ありますが、いつも「チームつかもと」スタッフがすべて
をバックアップ致します。
主婦目線と匠の技で家族が安らぐリフォームのご提案をさせて頂きます。
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今後共どうぞ宜敷くお願い致します。
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であいは壁に張 られた 1枚 のチラシでした。私が
仕事でお伺 いしていた京都経済短期大学 のロビー
に張 紙 が壁 にありました。内容 は、家にある文房
具をネバールの子供達 に寄付して下さいと書 いて
ありました。
この支援活 動
を私 が始 めた
の は 2007年
からです。
300人 分の文房具を届けました
シュリー・ヒラヤマ小中学校

被災地と子供達

〈
活動内容〉
8月 14日 (金 )か ら14泊 15日 の日程で、
今年のネパール教育支援活動は、
6つの学校を訪問して子ども達に文房具手渡 してきました。また、
昨年度、
校舎建設作業に取り組んだシュリー・ヒマラヤ小中学校を訪問し、
新校舎
を見てきました。4月 25日 に発生 したネパール大地震の影響で建設作業
が3ヵ 月ストンプしたため未だ完成していませんでしたが、
完成間近の校
舎を見ることが出来ました (私 たちの訪間に合わせ、
簡単なオープニング
セレモニーを実施してくれました)
4月 に発生 した大地震の被炎
今年の活動は、これら例年の活動に加え、
4つ の学校を調査 してきました。被災地の学校では、
地を訪 問し、
倒壊 し

た校舎がそのまま残つていました。子ども達は敷地内に建てられた仮設
の教室 (柱 と屋根だけ)で 勉強 していました。雨期の大雨も大変ですが、
これから冬になるともつと大変になると思います…。
そして、
地震の影響は今でも続いていることを実感しました。現在は雨期
のため、
地震で緩んだ地盤に激 しい雨が降り続くことで地滑り(土 石流 )
が多数発生していました。私たちは数週間前に地滑りが発生 したという
村を訪問しました。被害の傷跡が生々しく残 つており、
言葉が出ませんで
した。この村では28名 の方が亡くなつたようでした。一家5人 全員が亡く
なつた家庭の跡地では、
掘り起こされた衣服や写真が並 べられていまし
た。亡くなつた子ども達の衣服が並べて置かれているのを見た時は涙が
止まりませんでした…。
今回の活動は、
例年の活動 (学 校訪問&文 房具手渡 し)に プラスする形
で被災地訪間をしたため非常にハードスケジュールでした。特に被災地
訪問はホテルから離れた場所 にあるので、
戻つて
朝 5時 にホテルを出発、
くるのは夜の8時 過ぎという日もありました。一緒に行つた学生たちもよく
頑張つてくれました。
京都経済短大・藤原ゼミでは2001年 から2015年 まで15年 間に渡つてネ
パールの子ども達への教育支援活動を行ってきました。諸般の事情 (※
担当教員が福岡県の筑紫女学園大学に転籍 )に より、
本学での活動は今
年で最後になりました。これまでご協力頂 いた皆様方には心から感謝 い
たします。なお、
ネパールの子ども達への教育支援は、
筑紫女学園大学の
活動として継続・発展させていく予定ですので、
引き続きご協力頂ければ
幸いです。
藤原隆信

小学校の壁に塚本明美の名前も刻まれています

こんにちは、
京都経済短期大学 藤原ゼミの手塚凌です!先 日ネパール支
援活動と被災地調査 へ行 つてまいりました。塚本さんとライオンズクラブ
の方々の思いを込めた文房具をネパールの子供たちに渡すことができま
した。子供たちは大変嬉しそうな顔でお兄ちゃんたちありがとう僕たちも
お兄ちやんたちみたいに勉強して今を必死に生きて、
大きくなつてネパー
ルという国を変えてみせるという表情をしていました。僕たちはその子供
の表情を見て日本では勉強できる環境が整つているのに勉強を避ける子
供たちにこの子らを見て改めて勉強してもらいたいと感じました。そして
文房具を渡した後、
子供たちと風船やシャボン玉 縄跳びフリスピーをし
て遊びました。子供たちの遊んでいる姿を見て私たちもこのような時期
があったなと感 じながら必死で無邪気に遊びました。いつ見ても子供た
ちは、
可愛くていいですね。
改めて僕たちの活動を支援 してくださつたみなさんに感謝しております。
ありがとうございました。
そして、
次に大地震の調査をしてまいりました。阪神淡路大地震や東北大
地震と変わらないぐらいの残酷さで土砂崩れや道にひびが入つていたり、
大地震
僕たちの先輩たちが必死に作りあげた学校の校舎が崩れており、
の恐ろしさを肌で感じました。学校の校舎は屋根がなくなり使いにくいも
のになつていたり、
家族が住んでいた家は土砂でもつていかれていたりし
て跡形がなくなって 服や爪 靴家具しかなくて大変びつくりしました。私た
ちが行つたところでは約30人 ちかくの人々が亡くなつていました。そして
ある家の所から一冊のノー トがでてきました。それは子供
強 している
ノートでした。数学や英語の勉強をしている最中、
土砂崩れにあったので
あろうと推測できました。英語の部分には自分の名前を書いており、自分
の存在をあらわしているかのように力いつぱい書いていました。それを見
て涙がとまらなくなりました。その被災地を見て私たちは一日一日無駄な
く亡くなつた人の分まで必死に生きなければならないと感じました。日の
前の壁を逃げずに立ち向かい何かを得なければならない。改めて人生と
いうことをしつかり考えさせられました。
こういつたことを経験できたことは塚本さんや塚本さんの周りの人々、
ラ
イオンズクラプの方々そして私たちを産んでくださつた母親父親だとい
うことです。大変感謝 しております。このたびはありがとうございました。
また、
お会いできる機会があればまだまだお話ししたいことがあるのでぜ
ひ学校のほうにも足を運んでいただきたいです。以上をもちましてご報
告させていただきました。
手塚 凌より

☆ 今後も私達はネバール教育支援活動を応援しています。どうぞ宜敷くお願いします。

モバイル端末を利用 したカー ド決済サービスを始めました。お気軽 にこ利用下さい。

カー ド支払 い ●Kで す
端末 を利用 した
「地域密着で小さな工事も
『 コイニー』とは、リフォーム代金決済をクレジットカードとモバイル端末で簡易決済するシステムです。
積極的に受注しているけれど、費用の回収に手間をかけるのは非効率…」
そんな悩みをお持ちの登録店さまにぴつたりです。
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スマートフォンで決済金額 を入 力

Stc

コイニー 端末にお客様 のクレジットカー ドを通す

決済が完了する
から、回収し損ねる

東京都健康長寿 医療センター研究所によると、平成
24年 に入浴 中に死亡 した人の数 は1万 7000人 以上 。
これ は交通事 故で亡 くなる人の 3倍 越です。その多
くが冬季 で、8割 以上が高齢者 。家の 中の急激 な温

お取扱 い可能カート
1「
ずれかのマークがあるカード
が刃陽に
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発行したり、入金を
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度変化で血圧が大きく変わり、失神 や心筋梗塞 、脳
梗塞を引き起こすことを「ヒー トシヨック」といいま
す 。寒 い室 内か ら暑 いお 風 呂 へ 入るとこれが起 き
やすいんです。寒 い家 は危険

、
…
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今回2台 限りの特別セールです。
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本体価格 ¥148,000
製 品+既 存品解体撤去+入 替標準工事付 】 ¥92,0003
(配 電盤からの工 事が必 要な場合があ
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す。現場見積り無料です。)

同封の八ガキは、今後のニュースレターの紙面向上のため、お手数ですが宣敷くお願いします。
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最後までお読み下 さりありがとうこざいました。感謝 リ

