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   9 月

※祝日は法律の改正により変更になる場合があります。

『たつ』 開店、移転、柱立て、棟上げ、新規事の 
 開始など、すべてに大吉。

『みつ』 建築、移転、開店、祝いごと、すべて吉。

『たいら』 地固め、柱立て、祝いごと、すべて円満。

『さだん』 建築、移転、開店、新規事の開始など、
 すべて吉。

『なる』 新規事の開始は、吉。

『ひらく』 建築、移転、開店、すべて吉。

毎月建築吉日カレンダーを

掲載いたしますので、地鎮祭や

上棟式のスケジュール立てに

参考までにご活用下さい。

建築吉日カレンダー

建築吉日
（たつ）

建築吉日
（なる）

建築吉日
（みつ）

建築吉日
（みつ）

建築吉日
（なる）

建築吉日
（ひらく）

建築吉日
（たつ）

建築吉日
( さだん )

建築吉日
（みつ）

先勝

友引

仏滅

先負

先負

先負

先勝

仏滅

大安

赤口

仏滅

先勝

赤口

仏滅

仏滅 大安

大安

大安

大安

先負友引

赤口

赤口

友引

友引友引 先負

建築吉日
( ひらく )

先負

建築吉日
（さだん）

先勝

建築吉日
（たつ）

建築吉日
（たいら）

敬老の日 秋分の日

友引

月
vol.149

2020 年
8 月 21日

金曜日

なるべく毎日更新中！  Http://hama-home.jp/wp/

濱田工務店の facebook

　Ｈ様邸の外部の改修工事が始まりました。此のお宅は弊社で建てさせ

て頂き既に 13 年の月日が流れました。建物自体は全く健全その物です

が外部の外壁の塗装やシールが少し劣化していますのでこの辺が潮時の

様です。長年建物を維持管理して頂く事により、より一層建

物の寿命が延びます。建物は雨漏りが天敵ですので、十数年

目に塗装やシールの打ち換えをお勧めいたします。こうした

お手入れを去れる事で百年程の月日を耐える事が出来るので

す。・・・はい

※2001 年までのしばらくの間は 9 月 15 日で定着していましたが、

2001 年のハッピーマンデー制度の実施に伴い 9 月の第 3 月曜日へ

と移行されました。しかし、敬老の日が移ることに高齢化団体からの

反発が相次ぎ、9 月 15 日は老人の日、9 月 15 日を含む 1 週間は老

人週間と改正されました。

　日本の国民の祝日のひとつで、多年にわたり社会につくしてこられた老人を敬愛し、長寿を祝う日

です。ご家庭によってお祝いの仕方はそれぞれですが、お孫さんからのお手紙を添えたプレゼント等

はとても喜ばれるそうです (^^♪。ですが、ふと、何歳から敬老のお祝いをしたらいいのだろう？昔は

還暦を迎えたら敬老の日のお祝いをすることもありましたが、最近の 60 歳はお若い方が多い！！敬

老の…なんて言おうものなら、まだまだ老人ではない！と叱られそうな (^-^;。確かにすこし早い印象

もありますし、実際特に定められていないようです。最近の敬老の日のお祝いを始めるタイミングで

多いのが、①定年退職した日から②70 歳や 80 歳といった節目の年齢から③孫が生まれて「おじいちゃ

ん」「おばあちゃん」になったら、だそうです♫

　敬老の日の由来は実は諸説あり、聖徳太子説の老人ホームの役割を果たしていた“非田院建立”の

日説と、養老の滝説は二つあり、この上ない親孝行息子の話と、美濃国を訪れた元正天皇が、多気郡

多度山の美泉を見に行って、その水で痛むところを洗うと、痛みは消えた。またこの水を飲むと・白

髪が黒髪になる・目の見えない人が見えるようになる・禿げた人に髪の毛が生えるようになったそう

な… !(^^)! そこから元号が「養老」に改元された。このことは「養老改元の詔」に記されています。こ

の二つの説です。さて、この二つの話がどのようにして敬老の日になったのかというと、聖徳太子が

非田院建立を設立したのが 9 月 15 日、元正天皇が美濃国に向けて旅立ったのが 9 月中旬だったそう

で、そのことにちなんで 9 月 15 日を敬老の日としたという事です。

　現在の祝日として敬老の日が誕生するきっかけとなったのは、1947 年に兵庫県多可郡野間谷村（現

在の多可町八千代区）で産声を上げ、当時の村長と助役が「老人を大事にし、年寄りの知恵を借りて

村作りをしよう」という趣旨のもと、「としよりの日」を提唱したのがこの年で、これが全国に広まっ

ていき、「年寄りの日」となりました。ですが「としより」との表現があまりよくないとの事から

1964 年に「老人の日」と改称されました。ですが後に、子供の日や成人の日があるのに、「敬老の日」

がないのはおかしい！との声があがり、政府への働きかけから 2003 年に「敬老の日」となり国民の

祝日に加わりました。

名称は変わってきた事が歴史上分かりましたが、ご高齢の方を敬う気持ちは何世紀経っ

ても世界中変わりません。ギフトも喜んでいただけると思いますが、家族水入らずのお

祝いの時間に、感謝の気持ちを直接お伝えしてみてはいかがでしょうか♡!(^^)!♡

由来

歴史

敬老の日
・米　２合　・鶏もも肉　１枚（350ｇ） 　 ・赤パプリカ　１/２個

・バター　10ｇ　・茹でアスパラ　４本　・スイートチリソース　適量

Ａ・固形コンソメ１個  ・GABAN ターメリック小さじ 2   ・白ワイン大さじ 1

 B・GABAN ターメリック小さじ 1   ・おろしニンニク

　・おろし生姜各小さじ 1/2   ・塩コショウ適量

ターメリックチキンライス
9 月 の れ し ぴ

作り方

材料（4 人分）

① 米はとぎ、A を加えて混ぜ、２合の目盛より、若干少なく水を注ぐ。1.5 ㎝

　角程度に切った赤パプリカを入れる。

②鶏もも肉の皮側に B を塗り、①の上にのせ炊飯する。

③炊けたら鶏肉を取り出し、長さ 1 ㎝程度に切った茹でアスパラを加えてさっ

　くりと混ぜる。鶏肉は食べやすくカットする。

④器にターメリックライスと鶏肉を盛り付け、鶏肉にスイートチリソースをか

　ける。

今回は「ターメリック」を使った「ターメリックチキンライス♡」

仕上げの「スイートチリソース」がポイント！！

このターメリックチキンライスと相性抜群なんです(^ ♪̂

よかったらお試しくださいね♪

高知県四万十市にお住いの「四万十みやちゃん」さんの
素敵なお料理ブログからレシピをご紹介♪
四万十住人の簡単料理ブログ

http://shimanto-miyachan.blog.jp/



　8 月 9 日（日）に、金沢市で新築建築中のＦＹ様邸の地鎮祭が行われました！！お天気は快晴☀、

気温は 35℃近くなり、じっとしていても額から大粒の汗がしたたり落ちてきました (^^;)。猛暑

の中ご家族揃ってのご参列ありがとうございました♪。土地の氏神様への許しを得、工事の無事

を祈願しました☆これから本格的な工事へと入っていきます！はまホーム一同気合を入れ直し、

素敵でオリジナルな家を建てていきますね♪完成までのプロセスも楽しんでください♡

　Ｓ様邸のリフォーム工事が完了し、お引渡しが完了しました。もともととても頑丈な家で、柱

や梁はそのままで、主に水まわりを中心とした大掛かりな工事でした。工事中はご不便をおかけ

しましたが、とても綺麗で素敵に完成しました！新しくなった設備や床、クロス等は、快適な癒

しの場になることと思います。これからも大切になさってください。

FY 様邸　祝♪地鎮祭

S 様邸リフォーム工事完成☆

☆Before ☆Before

☆Before

☆After

☆After

☆After

はまホームの抗菌・除菌商品仕様のリフォーム

　1 抗菌仕様のフローリング材と、除菌抗菌、抗アレルゲン効果のあ

るクロスで和室からバリアフリーの洋室へ。After⑴

　2 帰宅してすぐにお風呂場へ直行！毎日使う水まわりは除菌仕様

へ！※ＴＯＴＯきれい除菌水、きれい除菌水は、水道水に含まれる塩

化物イオンを電気分解して作られる除菌成分（次亜塩素酸）を含む水

です。薬品や洗剤を使わず水道水から作られます。時間が経つと水に

戻るので、環境にやさしいのが特徴です！！ After⑵

　3 手で触れる手すりやハンドルも※ＤＡＩＫＥＮ独自技術の抗ウイ

ルス機能「ビオタスク」を備えた建材は気になる場所のウィルス対策

に貢献します！！

After⑶

　「ウィズコロナ」新たな生活様式へ変わりつつある今！除菌や

抗菌機能付アイテムのリフォームで、住まいを安心で綺麗が続

く空間にしてみませんか？　はまホームでは、時代に沿ったよ

り良い商品を提案し、施工する事によりお客様の快適な暮らし

をご提案していきます。

ウィズコロナ新たな生活様式へ

現 代 の ト イ レ で は

「ウォシュレットのノ

ズル」から「便器の

内部」まで除菌機能

を有している商品が

増えているんです。

畳を無くしバリアフ

リーへ！フローリン

グは抗菌仕様。

部屋の中でアレルゲンの多く

は床上 1ｍまでの空間に浮遊

するといわれており、抗アレ

ルゲン壁紙を壁面に使うと効

果的です。

きれいに見えるまな

板にも、見えない菌

が残っています。見

えない菌も「きれい

除菌水」でしっかり

除菌できます。

昇り降りするときにつかまる手

すり！お子様にも安心の抗ウィ

ルス対応です。（はまホーム標準仕様）

ドアハンドルも抗ウィル

ス商品に

毎日のお風呂上りにボタ

ンをポンッ！床面にくま

なく「きれい除菌水」を

吹きつけ除菌仕上げ！菌

や カ ビ の 繁 殖 を 抑 え ま

す！


