
・冬に咲くさくらライトアップ / 川村（営業）

・おさかな倶楽部 / 豊川

・不動産にまつわる話・体験談 / 畑山（営業）

・豆知識 / 小渡（工務）

・ＤＩＹ 《日曜大工》 / 加賀沢（事務）

・あの頃の歌 / 加賀沢（事務）

・編集後記 / 加賀沢（事務）

� 今回今回今回今回のののの釣果釣果釣果釣果 �
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詳しくは同封のチラシをご覧ください。
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野辺地に４：５０分集合。まだ真っ暗、久々の真鯛釣りになんとなくそわそわ。

今回は知り合いの船で出船。４：５０分に集合したものの船が出たのは、６：００

少し前くらい。水深３７Ｍなかなか風でアタリがわかりづらい。１投目のアタリ：

カナガシラ。残念・・・。２投目からしばらくアタリなし。後方でグイッと竿がま

がった～。真鯛５０ｃｍちょい。次もまた同じ人。隣もきた。右側にこない(>_<)！

コマセが反対の対角線に流れていてアタル気配がない。と、そこで席チェン

ジ！！するとしばらくして私の竿も曲がった。いい引きだがしばらくやってない

し、釣ってないので大きさがわからない。ドラグがゆるいのかなかなかあがら

ず、やっとあがったら７０ｃｍクラス。それからはコンスタントにあがった。となり

では、バラシがあったものの８枚とトップ。４人で２０枚ぐらいで終了。帰りはお

だやかになりベタ凪。
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※ 各営業担当へお問合せ下さい

各営業担当へお問合せ下さい各営業担当へお問合せ下さい
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美味しかったです。

皆さんこんにちは、豊川
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豊川です。
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おさかな倶楽部 」は 真鯛釣りです。
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感じられる演出にもチャレンジして

みるようなのでお楽しみに
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今月は、加湿器

加湿器加湿器

加湿器の

のの

の掃除

掃除掃除

掃除 についてです。

自分の不動産を売りたいという意思ではなく、他人の意思によって不動産を売

却されてしまうことがあります。その例として「競売」と「公売」です。その内容

や違いについてご存知でしょうか？どちらも債権の回収を図る目的でなされる

不動産の売却方法です。ここで、違いをごく簡単に説明します。

《

《《

《 競売

競売競売

競売 》

》》

》

民間事業者への借金が返せなくなった時などに、民間事業者が裁判所へ

申し立てることにより行われるオークション。

《

《《

《 公売

公売公売

公売 》

》》

》

国や地方自治体に対する税金を滞納した場合に、強制的に滞納分を

回収するために行われるオークション。

「公売」の場合、不動産以外にも、自動車や宝石・ブランド品

など、金銭的価値の高いものも差し押さえの対象となります。

乾燥対策や風邪対策として便利な加湿器ですが、カビや菌

の発生が気になりますよね。汚れが気になってはいるものの、

お手入れ方法がわからない。既にガンコな汚れがたまってし

まっていて簡単に落とせない。など、困ったことはありません

か？加湿器のフィルターやタンクなどに付着している、白い

こびりつきや赤茶色の汚れ。これは水アカと考えられます。水アカは水道水に含まれるミネラル分

（カルシウムなど）が固まったものだそうです。

１，タンクに給水する時は、必ずゆすぐように洗ってから、新しい水を入れます。「水しか入れていない

から・・・」と、そのまま次の給水をするのは避けましょう。

２，庫内に溜まっている水を排出したり、中に付着している水蒸気は拭き取るなど水分を排除しましょう。

３，フィルターなどは取り外して、水洗いし水アカやヌメリを洗い流します。メーカーや製品によって取り

外して洗える部分が異なりますが、水洗いができる部分は定期的に洗浄すると良いそうです。機種に

よっては部品が熱くなっている可能性もあります。電源を落とした後しばらくしてから作業しましょう。

４，向きなどに注意しながら、部品を元の位置に戻して完了です。

※

※※

※ ガンコな汚れになってしまったら、クエン酸やレモン水・お酢（酸性のもの）を
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ガンコな汚れになってしまったら、クエン酸やレモン水・お酢（酸性のもの）を

使用してお手入れするのが良いそうです。

使用してお手入れするのが良いそうです。使用してお手入れするのが良いそうです。

使用してお手入れするのが良いそうです。

皆さんこんにちは!!

今年のインフルエンザは、早くも流行の兆しを見

せているようです。早めの予防接種を！

週間天気予報に⛄のマークが付きはじめま

したが、冬支度は着々と進めてますか？

雪が少ない事を祈りたいですね。

ワインレッドの心ワインレッドの心ワインレッドの心ワインレッドの心
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今月は、「

「「

「 競売と公売の違い

競売と公売の違い競売と公売の違い

競売と公売の違い 」

」」

」 についてです。

10/17の東奥日報で紹介されましたが、ご存知で

しょうか？美容室「ＫｉＫｉ」のオーナー様がＤＩＹに

のめりこんで仕上げた作品です。ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ業界

最大の展示会「ＪＡＰＡＮ ＤＩＹ 大賞」一般部門

ＤＩＹ作品女子で「優秀賞」に輝きました。

自宅の増改築に来ていた

大工さんから大工仕事を

習い小物づくりから始め、

現在では、自宅の内装を

ＤＩＹしているそうです。

『皆さん、こんにちは。今月は、ワインレッドの心

ワインレッドの心ワインレッドの心

ワインレッドの心 です』

「ワインレッドの心」は、安全地帯の４枚目のシングル。作詞は井上陽

水、作曲は、玉置浩二、編曲は安全地帯および星勝、プロデューサー

は星が担当している。

オリコンでは初の１位獲得となり、翌年の年間チャート２位に輝いた。オ

リコン調べによる売上枚数は７１．４万枚安全地帯の代表曲の一つで

ある。

また玉置は１９８３年５月にデビュー以前より連れ添った一般人女性と

結婚するも、同年秋頃より女優の石原真理子と不倫関係となる。この

出来事の影響により、玉置は石原のために「ワインレッドの心」を製作

する事となった。

《《《《日曜大工日曜大工日曜大工日曜大工》》》》


