笑顔こぼれる

みんなのミニ情報誌

５ 月号

こ

んにちはアライチ商店の上田です。

暮らしに役立つ情報誌です︒
荒市商店の大切なお客様様に
毎月お届けします
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みなさんゴールデンウイークはいかがでしたか？

行楽地は人出で一杯なので私はつい家でのんびり過ごしてしまいます。

ちょっと出無

精になっているようです。

先月号でご紹介した「個人賠償保険」の話が先日テレビのワイドショーで取り上げられました。子供
がサッカーボールで盆栽をダメにして「１､１００万円！」の損害賠償請求があったと言う件です。金
額にもびっくりしましたがそんなに大切な物をどうして家の前に、ましてや道のすぐ横に置いてあるか
不思議でした。幸いこの親御さんはこの保険に入っていたようです。タイムリーなニュースでしたので
またご紹介しました。
この保険は今からでもすぐに加入できますのでぜひご相談下さい。
さていよいよ行楽シーズン到来と言ったところでしょうか、そこでちょっとヒヤッとしたことを紹介
します。
先日お客様のご紹介で大阪在住の方の車を車検することになり引取
に行ってきました。乗って帰る途中のことですが、近畿自動車道
（高速道路ですね）を走行中、水温計がだんだん上がってきてとう
とうオーバーヒートをしてしまい路肩に停車しました。ボンネット
から水蒸気がモウモウと上がってこれ以上走れない状態となりまし
た。

出発前に水とオイルを点検しとけばよかったと思っても後の

祭り、いくら私でもどうにもなりません。

高速道路でオーバーヒート
もしこれが一人でしかも冬の夜、雨が降っていたらどうでしょう、今まで生きてきた中で一番の不幸を
背負う羽目になります。しかもレッカー車が来るまでの間、もし
一人ならとても不安なことになります。

遠出の前にはお車の点検を！
そして点検はアライチにお任せ下さい。冷却水・オイル・バッテ
リーなど基本的な点検はすぐに出来ます。そして何より安心感が
違います。

さらにご希望のお客様にはブレーキ関係も点検する

コースもありますのでぜひお申し付け下さい。

「オイル交換＋安全点検」がお勧めです

「トールペインティング」という言
葉を聞いたことがありますか？
空き瓶や空き箱などにアクリル絵の
具を使ってペイントする、人気のクラ
フト（手工芸）です。ビンや箱、お盆

ペ イ ンテ ィン グ され た作 品か ら気 に
入ったデザインを選んで、それを真似

美しく飾る
「トールペイン
ティング」

して描いてもいいでしょう。そのうち
に絵の描き方やデザインのコツがつか
め、だんだん自分の描きたいものを表

などの小物から、ベッドカバーや本棚

現できるようになるでしょう。

のような大きな物まで、あらゆるもの

い らな くな っ た箱 やカ ンを ペイ ン

にペイントすることができます。

ティングすることで、古い物も美しく

デザインは草花や動物など伝統的な

よみがえります。これなら、楽しくリ

絵柄が多いですが、基本的には何でも

サイクルできそうですね。

ＯＫです。気どらずに自分の好きなも

キッチングッズやガーデニンググッ

のをペイントするのが、トールペイン

ズ、服や靴など、あなたのアイディア

ティングの楽しさです。

次第でなんでもトールペインティング

でも、「なかなか描きたい絵柄がう

できます。友人へのプレゼントに一手

かばない」と言う人は、すでにトール

間かけて贈っても喜ばれるでしょう。

★麦秋を伝える 「うしかい座」
まもなく︑麦が実るいわゆる

﹁麦秋﹂の季節を迎えますね︒こ

の時期の夕空︑ほぼ頭の真上にひ

ときわ明るく輝く星があります︒

﹁うしかい座﹂の０等星﹁アーク

トゥルス﹂は︑日本では﹁麦星

︵むぎぼし︶﹂とよばれ︑季節を

伝えてくれる星のひとつでした︒

なお︑星座の名前は﹁牛飼い﹂

ですが︑星座絵ではそばにある

﹁りょうけん座﹂の犬を引き連れ

て﹁おおぐま座﹂の熊を追う巨人

の姿が描かれています︒古く

からある星座なのですが︑こ

の巨人が神話上誰なのかは︑

はっきりしていません︒姿は

違いますが︑空︵天球︶をかつい

でいた巨神族の﹁アトラス﹂とい

う説が多く紹介されています︒

りょうけん座

うしかい座
アークトゥルス
（麦星）

買った切り花を長持ちさせる
花屋に多 くの花が 並ぶ季節 ︑い

ろ いろ買っ て飾りた いですね ︒そ

こ で今月は ︑花びん の切り花 を長

持ちさせる方法です︒

まず︑水切りで吸水をよくしま

す︒ユリなどの大きな花は︑切り

口 の面積が 大きくな るように 茎を

な なめに切 ります︒ ガーベラ など

茎 が弱くて ヌルヌル した樹液 が出

るものは︑切り口を少し火であ

ぶって水の通りをよくします︒

花びんに 挿したら ︑少量の 漂白

剤 を入れる と︑バク テリアの 繁殖

を 抑えられ ます︒十 円玉を入 れて

も ︑銅イオ ンが腐敗 を防いで くれ

ま す︒また ︑砂糖を 少し入れ ると

栄養になってきれいに咲きますよ︒

おからだの
〜 お手入れ 〜

正しい 「耳そうじ」 とは？
夏に向かい髪をショートにしよう

らの雑菌の侵入を防ぎ、適度な潤い

かしら？とお考えの方、きっと大胆

で傷つきにくくする役割も持ってい

なピアスが似合い、耳元が華やかに

ます。耳かきを深く入れすぎるとか

映えることでしょう。その注目を集

えって耳垢を押し込んでしまった

める耳のお手入れは大丈夫ですか。

り、皮膚の敏感な部分を傷つけてし

耳垢は、外耳道の奥の上皮細胞、

まうおそれがあります。耳垢は耳の

耳垢線や耳脂線の分泌物、ほこりな

入り口から1センチくらいのところ

どが一緒になって排出されたもので

にたまるものなので、２〜３週間に

す。本来、そしゃく運動や外耳道皮

一度、入浴のときにタオルでふく

膚の動きによって、自然に排出でき

か、綿棒で耳の入り口あたりを軽く

るようになっています。また、外か

ぬぐう程度にしましょう。

から
まで

母の日 〜 始まりと贈り物 〜
５月の第２日曜日は「母の日」です。これは、

行く・電話をする・食事を作

1900年初頭のアメリカで、ある女性が亡き母の

る・家事をするなどです。

命日である５月９日に教会で白いカーネーション

◎エプロンについて

を配ったことから始まりました。1914年にウィ

母の日の贈り物とし

ルソン大統領が「５月第２日曜日を母に捧げる祝日

て定番のエプロンは、

にする」と決め、２年後に日本に伝わりました。

英 語「apron」から の

日本で広まったのは、森永製菓が1937年（昭

外来語です。この言葉

和12年）に「母を讃える会」を作って活動したこ

はもともとラテン語の

とによります。

「mappa＝一枚の布」

◎人気の贈り物

や古期フランス語の

１．カーネーション を中心に

「nappe＝テーブルク

した花束・鉢植え
２．ブ ラ ウ ス・エ プ ロ ン な ど
の衣類
３．アクセサリー
商品以外では、みんなで
食事をする・旅行に連れて

ロス」から「n a p r o n
（ナプロン）」になり、そこに不定冠詞の「a」が
付 い た「a napron」が 誤 解 さ れ『apron』に
なったそうです。
日本には、江戸末期から明治に、洋服とともに
伝わりました。

中古車を買うときの注意点は？

ハ

ッキリ言ってこれは非

る」 冷却水が錆びて茶色くなってれ

常に難しいです。ひと

ば良くありません。

言で言えば「信頼でき

③「タイヤの減り具合はどうか」大き

る店で買う！」。でも

な事故をしている車なら減り方にアン

中古車を買おうと思っていま

すがどんなところに注意すれ

ば良いですか？

これはあまり答えになっていません

バランスがあります。

ね。けれどプロの私たちでさえ中古車

④「諸費用の金額を確認する」購入す

の状態を完璧にに把握するのは非常に

るときは「車両代金＋諸費用」となり

困難なことです。ましてやお客様が機

ます。最終的にいくらになるかは見積

械的な事などでその車を一見して評価

もりを取ってみないと解らない場合が

するのは不可能に近い事でしょう。

多いので必ず見積もりは取りましょ

こんな話では身も蓋もありませんの

う。

で簡単な所だけお話しします。

中古車は新車と違って一台一台状態が

①「きちんとオイル交換していた車か

違います。 当店でも自信を持ってお

どうか」 エンジンのオイルを入れる

勧めする中古車をご用意しております

所から中を覗いてみます。ここが真っ

のでぜひご相談下さい。

黒ならばダメです。

もちろん新車も取り扱ってます。

②「ラジエターキャップを開けてみ

こんにちは 整備士 島田 です。

こ

んにちは整備士の島田です。私はアライチで仕事をしてもう
５年半になります。最初はバイトでしたが、その後社員とし
て入社し２年前に整備士（３級ガソリンエンジン・３級シャ
シ）の資格を取りました。

この仕事をしていて一番難しいのは「故障箇所の探求」でしょうか。特にエ
ンジンの調子が悪いというのは一番やっかいです。今の車はコンピューター
制御になっていますし、どんどん新しい技術の車が発売されますので日々勉
強しなければとてもついて行けません。
何でも相談して下さい

でも自分の見立て通りに修理でき、お客様に喜んで頂いた時は本当に充実感
で一杯です。今はまだまだ修行の身ですがさらに上のの技術を身につけてい
きたいと思います。
上田（社長）です。美術館へよく行くのかと最近お

ホームページも作りました。

客様からお声があります。先月も行きましたのでご

「車検名人」または「荒市商店」と入
力して検索して下さい。
http://araichi.syakenmeijin.com

報告します。
４／１６（日） 神戸市立博物館
ボストン美術館所蔵
肉筆浮世絵展 「江戸の誘惑」
４／２９（土） 劇団四季 「マンマ・ミーア！」

電話

０７４５−５５−３７８０

ＦＡＸ ０７４５−５５−４６５９

これで今夜のおかずはおまかせ！

第32号

キスは……
こんな逸話が残っています。
昔、清次という猟師がキスを捕って
浜に上がると、そこに大男が現れました。「美味そ
うなキスだな。俺にくれ」と言うので、大きなキスを１匹差し出すとそのまま食べ
てしまいました。大男は「ああ、うまかった。俺は疫病神だが、おまえの名前を書
いた紙が貼ってある家にはけっして入らない」と言いました。この噂が江戸中に広
まり、清次のところには名前を書いてもらう人が大勢押しかけたそうです。

