
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

   

     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                

      

8 月と 9 月に襲来した台風 20 号・21 号の被害

に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。 

今年の夏は大阪での地震、豪雨、台風 20 号・21

号、そしてまた北海道での地震と生活を脅かす災害

の連続でした。「天災は忘れたころにやって来る」と

いう言葉がありますが全然忘れる暇を与えてくれま

せんでした。特に台風 20 号とさらに強い 21 号は

ほぼ同じコースで和歌山を襲いました。猛烈な風は

今も語り継がれる第二室戸台風（1961 年）と匹敵

するかそれ以上と言われます。57 年ぶりの台風は大

きな被害を残しました。 

台風通過後、弊社にも瓦やカーポートの修理依頼

が殺到しました。しかし圧倒的に屋根職人が足りま

せん。職人さんの数が減っている上に一挙に仕事が

増えてしまって頑張ってもらっても間に合っていま

せん。熊本の震災でも復旧できていない屋根が今も

残っていると聞いていますが今回の屋根の被害に関

しても長引くことが予測されます。修理を待ってい

ただいているお客様には本当に申し訳ないと思いま

す。 

余談ですが、被害の多かったのは古民家の和型で

瓦の下に土をひいたタイプの屋根です。これは単純

に考えると土葺きは弱いという結論になってしまい

そうですが私の考えは少し違います。被害の大きか

った和型の屋根瓦はほとんどが50年から100年を

経過したものです。下地の土も風化して接着力が落

ちた状態でした。現代の工法は今回の強風に耐えら

れたとしても 50 年後を考えると野地板（屋根下地 

 1 

「「「「台風台風台風台風にににに思思思思うことうことうことうこと」」」」    

 
社長社長社長社長コラムコラムコラムコラム    

社長の伝えたい想いや出来事をお届けするコーナー。 
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代表取締代表取締代表取締代表取締役役役役        

上野山上野山上野山上野山喜之喜之喜之喜之    

の板）やクギの傷みが進んで同じ強度が保てるとは

言い切れません。年月の経過を考えるとどちらが強 

 

「タイム／タイムレス／ノータイム」「タイム／タイムレス／ノータイム」「タイム／タイムレス／ノータイム」「タイム／タイムレス／ノータイム」    

ウォルター・デ・マリア（ウォルター・デ・マリア（ウォルター・デ・マリア（ウォルター・デ・マリア（2004200420042004 年）年）年）年）    

◆◆◆◆上野山上野山上野山上野山のトイレ美術館のトイレ美術館のトイレ美術館のトイレ美術館◆◆◆◆    

    
～自宅のトイレに貼っている 40 年分の絵葉書コレクション～ 

今月は巨大な作品です。香川県直島の地中美術館で

す。体育館のような空間の床が階段状になってお

り、中間の踊り場に石の球（直径 2.2m）が置いて

あります。鑑賞者はこの空間を歩き回りながら「何

か」を感じます。私は、大きさに圧倒されて「神殿」

みたいだと思いました。とするとこの球体は御神

体？といろいろ想像させてくれる空間です。ウォル

ター・デ・マリアというアメリカの作家が建築家の

安藤忠男とコラボして作りました。 

 

いと一概に言えない

と思います。ただ、言

えるのは普段から厳

しい環境にさらされ

る屋根や壁は適切な

メンテナンスが不可

欠だということだと

思います。  
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住住住住まいメイトまいメイトまいメイトまいメイト cafecafecafecafe    

住まいメイトの近況やお客様のこと、お料理レシピなど様々な情報を女性目線で発信するコーナー。 

 

   

8・9 月の台風では長時間の停電が起こりました。今回の住まいメイト café では台風などの災害時の停電に

役立つ対処方法をご紹介します。 

                            

 
【作り方】 

 ・すべての調味料を混ぜ合わせる。 

 

【使い方】 

 ・ナスとピーマンの味噌炒め、鶏とカシューナッツ

の炒め物。どちらも最後にたれを絡める。 

 ・鶏ガラスープで溶いて味噌ラーメンにも。 

味噌   ・・・ 大さじ 2 

みりん  ・・・ 大さじ 4 

しょう油 ・・・ 大さじ 3 

唐辛子（輪切り） 

  ・・・ 大さじ 1/2 

『『『『    味噌炒めのたれ味噌炒めのたれ味噌炒めのたれ味噌炒めのたれ    』』』』    

おおおお料理味付料理味付料理味付料理味付けレシピけレシピけレシピけレシピ    

ＬＥＤＬＥＤＬＥＤＬＥＤランタンランタンランタンランタン    

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

坂東坂東坂東坂東    

ペットボトルでペットボトルでペットボトルでペットボトルで簡易簡易簡易簡易ランタンランタンランタンランタン    

ツナツナツナツナ缶缶缶缶でランプでランプでランプでランプ    

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

湯川湯川湯川湯川    

懐中電灯やスマートフォンの LED ライトだけ

では明るさが足りないことがありますよね。そん

な時はライトの上に、水を入れたペットボトルを

乗せると光が乱反射して周囲が明るくなります。 

ペットボトルの代わりに透明なコップを被せた

り、ビニール袋を被せても、同じような明るさが

得られます。 

油漬けしたツナ缶をランプ代わりに使用するこ

ともできます。 

缶に穴を開け、綿で芯を作り差し込みます。芯

の先端まで油が染み込んでいるか確認してから火

をつけます。約１時間ぐらい燃焼します。もちろ

ん中身も食べられます。 

私の家では災害時に備えて LED ランタンを持

っています。とにかく手軽で扱いやすく、スイッ

チのオンオフや明るさの調整などが、ボタンひと

つで簡単に出来るので、初心者でも迷わずに操作

できます。 



【【【【一度水一度水一度水一度水にににに浸浸浸浸かったかったかったかった    
電気機器電気機器電気機器電気機器はははは使使使使わないわないわないわない！！！！】】】】    

 
一度水に浸かってしまった屋内配線や電気機器は漏

電などの原因になります。危険ですので使用しないで

ください。使用する際は、機器メーカーなどのメンテ

ナンスを受け安全を確認して下さい。 

災害が起こった時の為に、対処の方法や避難の

準備など事前の備えが大切です！ 

 

【【【【避難避難避難避難するするするする時時時時ははははブブブブレーカーをレーカーをレーカーをレーカーを切切切切るるるる！！！！】】】】    

地震が起きた場合、火災の危険性があります。グラ

ッときたら、使用中の電気機器のスイッチは必ず切

りましょう。特にアイロン、ヘアドライヤー、トー

スターなどの熱機器は、すぐにプラグをコンセント

から抜きましょう。 

避難する時は電気の消し忘れによ

る事故を防ぐ為に、分電盤のブレー

カーを切って下さい。日頃分電盤の

位置を確認しておきましょう。また

分電盤の付近には、物を置かないよ

うにして下さい。 
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会社で起こった色々な出来事や話題をご紹介するなんでもアリ！なコーナーです。 

三洋三洋三洋三洋住宅住宅住宅住宅トピックストピックストピックストピックス    

教教教教えてえてえてえて！！！！営業営業営業営業ささささ～～～～んんんん！！！！！！！！    
新築や設計、不動産について、お客様からよく聞かれる疑問や得する情報をご提供するコーナーです。 

 

  相続税相続税相続税相続税ってどのくらいってどのくらいってどのくらいってどのくらい
かかるのかかるのかかるのかかるの？？？？    

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『相続相続相続相続についてについてについてについて②②②②』』』』    

私私私私、、、、丸山丸山丸山丸山がおがおがおがお答答答答ええええ
させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きますきますきますきます！！！！    

不動産担当不動産担当不動産担当不動産担当    

丸山丸山丸山丸山 

相続する場合、一番気になるのが相続税ですよね。遺産の評価額が大きい場合には相続税を支払わなければ

なりません。しかし、相続税には基礎控除があるので基礎控除の範囲内であれば相続税が発生しません。今回

はそんな『相続税の基礎控除』についてお話します。 

●●●●基礎控除の金額の出し方は基礎控除の金額の出し方は基礎控除の金額の出し方は基礎控除の金額の出し方は・・・・・・・・・・・・    

3,3,3,3,000000000000 万円万円万円万円    ＋＋＋＋    法定相続人法定相続人法定相続人法定相続人の人数の人数の人数の人数    ××××    600600600600 万円万円万円万円        

【【【【例えば例えば例えば例えば････････････法定相続人が法定相続人が法定相続人が法定相続人が 3333 人なら人なら人なら人なら】】】】    

                3,0003,0003,0003,000 万円＋万円＋万円＋万円＋3333 人×人×人×人×600600600600 万円で万円で万円で万円で 4,8004,8004,8004,800 万円が基礎控除の金額になります。万円が基礎控除の金額になります。万円が基礎控除の金額になります。万円が基礎控除の金額になります。 

不動産の相続についてお考えの方は☎☎☎☎0120012001200120----198198198198----340340340340 丸山丸山丸山丸山までお気軽にご相談ください。 

『『『『災害時災害時災害時災害時のののの注意点注意点注意点注意点・・・・対処法対処法対処法対処法についてについてについてについて』』』』    
9 月は台風や地震の災害が発生しました。今回は災害時に注意すべき点や対処法についてご紹介します。 

【【【【電気電気電気電気機機機機器器器器のののの消火消火消火消火はははは必必必必ずずずず消火器消火器消火器消火器でででで！！！！】】】】    
万一電気機器が燃えた場合には、むやみに水をかけた

りせず、まずはブレーカーを切って、消火器で消して

ください。また、消火器には、電気機器の消火に適し

ているかどうかが表示されていますので、確認してお

きましょう。 

【【【【使用中使用中使用中使用中のののの電気機器電気機器電気機器電気機器はははは    
スイッチをスイッチをスイッチをスイッチを切切切切ってってってって、、、、プラグをプラグをプラグをプラグを抜抜抜抜くくくく！！！！】】】】    

 

【法定相続人とは…】 

法律上、相続権のある方をいいます。 

住宅用消火器住宅用消火器住宅用消火器住宅用消火器のののの絵表示絵表示絵表示絵表示    
普通火災適応  天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応  電気火災適応 

相続財産額がこの金額の範囲内であれば相続税は発生しません。しかし、高額な評価額の土地や建物を所有

している場合や、昔からの資産家の家庭、一般のご家庭でも頑張ってお金を貯めたケースなど、基礎控除を超

えるケースも珍しくないので生きている間に相続税の節税方法を考えておくことも大切ですね。 
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スタッフに毎回ひとつの質問に答えてもらうコーナーです。 

 

スタッフにスタッフにスタッフにスタッフに聞聞聞聞いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。            
    

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

今月今月今月今月のののの質問質問質問質問『『『『今今今今までにまでにまでにまでに見見見見たおススメたおススメたおススメたおススメ映画映画映画映画』』』』    

 8・9 月、台風の被害の声をたくさんお受けしました。その対応をなるべく早くさせて頂きたく、今

月号のあんしんだよりはページ数を減らしてのお届けとなりましたことお詫び申し上げます。また今回

のような台風にも役立つ内容を少しではありますが、掲載しています。参考にご覧頂ければと思います。 

「「「「さらばさらばさらばさらば友友友友よよよよ」」」」1968196819681968 年公開年公開年公開年公開    
 

「「「「恋文恋文恋文恋文」」」」1985198519851985 年公開年公開年公開年公開    

「「「「ベイベイベイベイマックスマックスマックスマックス」」」」2014201420142014 年公開年公開年公開年公開    

古いフランス映画ですが

アラン・ドロンとチャー

ルズ・ブロンソンが共演

した渋い犯罪ドラマ。ラ

ストシーンは男ならグッ

とくるものがあります。

DVD が出ているので一

度観てみては！ 

神代辰巳監督、連城三紀

彦原作で私が大ファン

の萩原健一主演。倍賞美

津子と髙橋恵子の三角

関係の物語ですが、実は

原作のモデルとなった

のが萩原健一本人だと 

見るとハマる！笑って

泣いてのディズニー映

画！ UFO キャッチャ

ーで取ったぬいぐるみ

はいつも私の隣で寝て

います(笑)。 

「「「「スクリームスクリームスクリームスクリーム」」」」    
1996199619961996 年公開年公開年公開年公開    

ホラー映画です。怖いマス

クを被った殺人鬼が襲って

くる。最後まで気が抜けな

い映画でゾクゾクします。 

 

総務総務総務総務    

白井白井白井白井 

「「「「僕僕僕僕のワンダフル・ライフのワンダフル・ライフのワンダフル・ライフのワンダフル・ライフ」」」」
2017201720172017 年公開年公開年公開年公開    

 愛犬が何度も生まれ変

わって自分の元に戻っ

てくる感動の物語。昔

飼ってた愛犬もいつか

姿を変えて戻ってきて

くれたらいいな。その

時自分は気づくことが

出来るだろうか？ 

「「「「バック・トゥ・ザ・バック・トゥ・ザ・バック・トゥ・ザ・バック・トゥ・ザ・    
フューチャーフューチャーフューチャーフューチャー」」」」    
1985198519851985 年公開年公開年公開年公開    

 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

子供の頃、将来こんな風に

なるのかワクワクした。高

校時代、留学でハリウッド

のロケ地にも行きました！ 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

西山西山西山西山    

「「「「おおかみこどものおおかみこどものおおかみこどものおおかみこどもの雨雨雨雨とととと雪雪雪雪」」」」    
2012201220122012 年公開年公開年公開年公開    

母親と 2 人の子供達の成長

と心の変化がとても感動的。

そして何と言っても幼い頃

の子供達が可愛すぎる！！ 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

川原川原川原川原    

    

和歌山和歌山和歌山和歌山店店店店    

リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当    

金光金光金光金光    

いう話です。この年の主演男優賞・主演

女優賞を総ナメにした映画です。 

「「「「ヘアスプレーヘアスプレーヘアスプレーヘアスプレー」」」」    
2007200720072007 年公開年公開年公開年公開    

ミュージカル映画。何

度も見てしまうくらい

面白い。ジョン・トラ

ボルタの演技が最高！ 

有田店有田店有田店有田店    

工務工務工務工務    

松上松上松上松上 

有田有田有田有田店店店店    

工務工務工務工務    

木村木村木村木村    


