
今回は、私が本好きになるきっかけのひとつとなった本をご紹介します。

小学5年生の時に読んだ児童書『銀のほのおの国』です。

突如生き返った、剝製のトナカイに導かれ、たかしとゆうこの兄妹が異
世界に迷い込み、そこに住む動物たちに翻弄されながらも元の世界に
戻るために奮闘する、という冒険ファンタジーです。

この小説の強烈なところは、「命とは」、「生きるとは」、「人はなぜ、他の
生き物の命を奪わなければ生きられないのか」ということについて、物
語を通して何度も残酷に問いかけてくることです。また、児童書のくせに
(？)敵は敵、味方は味方というわかりやすい構図を取っておらず、裏切

りなども出てきます。たくさんの登場人物たちそれぞれの主張を聞いて
いると、「皆、自分の希望ばっかり、好き勝手言って！相手の話も聞きな
さいよ！」とイライラしてしまうのですが（苦笑）

本当に『悪い』のは誰なのか？
共存していく道は無いのか？

と考えさせられます。
私はこの物語を初めて読んだとき、食物連鎖につい
て考えすぎて、食欲がなくなりました・・・。

児童書ですが、ぜひ皆様にも読んでいただき、お子
様やお孫さんと感想を話し合ってもらいたいです。
また、夏休みの読書感想文にもおすすめです。

ベランダの状態をチェック 雨漏りさせないためには、防水の損傷に早く気が付く事、補修する事が大切です。

まずはご自宅のベランダにこのような症状がないか確認してみましょう。

●防水層の膨れ、剥がれ
●小さな穴、クラック(ヒビ)
●補修部分の劣化
●変色(雨水の浸み込み)

これらの症状は防水の塗り替えサインです。

ベランダの状態をチェック

鎌ケ谷市東鎌ケ谷3-2-21
TEL 090-7702-4226
金曜日～火曜日
ディナー 17時～24時
土曜日～火曜日
ランチ 12時～14時
定休日/水・木

ずっと気になってた(回らない)お寿司屋さんに行ってきました。カウンターに座り、目
の前で大将が握ってくれるお寿司なんて、何年ぶりだろう・・・(笑)船橋で仕入れた
旬の、その魚にあった仕込みで最高のネタに仕上げてくれます。カウンターに醤油
はありません。赤酢100%のシャリはかなり小さく、最初は「お腹いっぱいになるか
な」と心配したのですが、一つひとつ丁寧に握って出してくれるので、最後にはお腹
いっぱい・・・というか大満足！でした。「島根県産真鯵“どんちっち”です」と、産地を
言いながら寿司をすっと差し出すその所作や握る姿が美しい大将は、魚について
質問すると気さくに答えてくれます。そのどんちっち鯵ですが、脂のりが良くトロにも
匹敵するほどのうま味！めちゃ美味しかったです。また、ふだん生では食べられな
い鰆やメバルも、こんなに美味しいとは！と感動しました。ランチは、おまかせ握り
10貫、あら汁、デザート付きで1210円。ディナーは、おまかせ握り12貫3300円、おま
かせコース1人前5000円～となります。いつかディナーを日本酒であじわいたい♪
プチ贅沢できて幸せななひとときでした。鎌ヶ谷大仏駅からちょっと離れていますが
お散歩がてら訪ねてみてはいかがでしょうか。予約すると安心ですよ。吉田
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新スタッフ紹介

ベランダ防水工事の基本知識と注意点
ベランダの防水加工が劣化すると、亀裂が生じて雨水が下地に侵入し、雨漏り
を起こしてしまいます。今回はベランダ防水工事の基本知識を解説いたします。

7月から新たに仲間が増えました！まだ不慣れ

な点も多く、皆さまにはご迷惑をおかけするかと
思いますが、知識と経験が豊富なベテランス
タッフです。お気軽にご相談ください！

ヤマシナ作業着をリニューアル！

このたび長年着用していた作業着を一新する
ことになりました！
いくつか候補がありましたが、さいごは男性
若手社員と女性社員の投票で決定しました。
男女共用です。ガラリと変わった作業着はい
かがでしょうか？わたし達自身も新たに気を
引き締め、がんばります！

しばらくは見慣れないかと
思いますが、引き続き
よろしくお願いいたします！

不定期に
掲載！

施工管理を担当させて頂きます。
私は、土木現場工事からスター
トし、内、外部リフォーム工事の
施工管理職を務めて今日に至り
ます。施工中、お客様に安心し
て頂ける現場管理と進行を心掛
けていきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

ヤマシナ夏祭り開催中止のお知らせ

新型コロナウイルスの影響に伴うお客様の
安全面を考慮し、今年のヤマシナ夏祭りは中
止とさせていただきます。楽しみにされていた
皆様には大変申し訳ありませんが、何とぞご
理解のほどよろしくお願いいたします。ヤマシ
ナホームページからもご確認いただけます。

おススメの店

種類 耐用年数

シート防水 １２～１５年

ウレタン防水 １０～１３年

FRP防水 １０～１３年

特 徴

安価で丈夫だが決まった形状にしか加工できない

複雑な形状に対応できるが劣化しやすい

複雑な形状に対応できて耐久性は高いが費用がかかる

これから台風の季節がやってきます。小さな変化に気付く事が雨漏り対策になります。また、建物に水を
浸入させないことは、建物の寿命を延ばすことにもつながります。いきなり雨漏りして慌ててしまわないよう、
事前に準備をしておきましょう。ベランダの状態が気になる方はヤマシナスタッフへお問い合わせください。

☆特にベランダ端やサッシ下の立ち
上がり部分から水が入り、雨漏れに
つながりやすい

〈ベランダで一般的なFRP防水〉

1.床面の清掃・補修
2.下塗り材の塗布
3.シート状のFRPを敷く
4.ポリエステル樹脂で固める
5.トップコートを塗る

工期：平均１～２日

防水層が剥がれ、下地が
出てしまっている

ベランダ防水には3種類があります。防水工事

ベランダの底側の変色
は雨水の浸み込み
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１ 仏滅 ２ 大安 ３ 赤口 ４ 先勝 ５ 友引 ６ 先負 ７ 仏滅

８ 先勝

山の日

９ 友引

振替休日

１０ 先負 １１ 仏滅 １２ 大安 １３ 赤口 １４ 先勝

１５ 友引 １６ 先負 １７ 仏滅 １８ 大安 １９ 赤口 ２０ 先勝 ２１ 友引

２２ 先負 ２３ 仏滅 ２４ 大安 ２５ 赤口 ２６ 先勝 ２７ 友引 ２８ 先負

２９ 仏滅 ３０ 大安 ３１ 赤口 ９/１ ２ ３ ４

６/２７ ２８ ２９ ３０ １ 友引 ２ 先負 ３ 仏滅

４ 大安 ５ 赤口 ６ 先勝 ７ 友引 ８ 先負 ９ 仏滅 １０ 赤口

１１ 先勝 １２ 友引 １３ 先負 １４ 仏滅 １５ 大安 １６ 赤口 １７ 先勝

１８ 友引 １９ 先負 ２０ 仏滅 ２１ 大安 ２２ 赤口

海の日

２３ 先勝

スポーツの日

２４ 友引

２５ 先負 ２６ 仏滅 ２７ 大安 ２８ 赤口 ２９ 先勝 ３０ 友引 ３１ 先負

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

※次号スマイルは2021年9月にお届けします。

フリーダイヤル0120-427-137 FAX 047-446-1106
〒273-0123千葉県鎌ヶ谷市南初富6-5-65 
ヤマシナHP   http://yamashina-shoji.com/
リフォーム http://www.yamashina-reform.com ヤマシナのリフォーム 検索

ヤマシナフェイスブック 検索

【カルピスの日】7月7日。カルピスの生みの親である三島海雲(かいうん)が長旅の中、モンゴルで体調を崩し
てしまったのですが、その時に現地の遊牧民が酸っぱい乳をふるまってくれたことで体調が良くなりました。衝
撃を受けた海雲は「おいしくて体に良い飲み物つくり、人々の役に立ちたい」という思いを抱き帰国。乳酸菌の
研究を続けた結果、日本初の乳酸菌飲料であるカルピスを完成させ、1919年7月7日に発売されました。
トレードマークの水玉模様のパッケージは、発売日の七夕にちなんで天の川をイメージして作られたそうです。

【即席ラーメン記念日】8月25日。昭和33年、日清食品から世界初の即席ラーメンである「チキンラーメン」が発
売されました。当時、85ｇ入りで35円という値段ですが、うどん1玉6円、国鉄初乗り10円、風呂屋16円、そば35
円、ガソリン1ℓ38円、コーヒー60円と比べると、そう安い価格とも言えません。この即席ラーメンは「瞬間油熱乾
燥法」の考案により製品化されましたが、これは、熱い油に入れると水分が蒸発して衣にたくさん穴があく天ぷ
らのように、麺も揚げれば穴があき、今度は注いだお湯が麺を元の状態に戻してくれる、というアイディアです。
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●営業時間 ９：００～１７：００
●休業日 土・日・祝日
●〈リフォーム相談ご予約〉０１２０－４２７－１３７
※ホームページお問合せフォームからも受付いたします。

ヤマシナ夏季休暇


