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　皆様には健やかに新春を迎えられたことと、お慶び申し上げます。

また、旧年中はひとかたならぬご厚情を頂きありがとうございます。

今年の干支は丑です。牛は古くから酪農や農業で人間を助けてくれた

大切な動物でした。大変な農作業を最後まで手伝ってくれる働きぶり

から、丑年は「我慢（耐える）」、「これから発展する前触れ（芽が出る）」というような年になるとい

われています。また丑年生まれの方の特徴は、温厚な性格で、頭の回転が良く、面倒見の良い人が

多いので頼られることが多いそうです。濱田工務店一同、皆様に頼りにされるよう、コツコツと日々

の努力を惜しまず、誠実に取り組んで参りたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願いいたし

ます。

　金沢市で新築工事をさせて頂いておりましたＦＹ様邸が完成し、12 月下旬にお引渡
しをする事が出来ました☆モダンで都会的な新居は、細部までオリジナル感あふれる
仕上がりになりましたね♪
　新年を素敵な新居で迎えられた事と思います。おめでとうございます！またＦＹ様の
大切な家造りのお手伝いをさせて頂き、はまホーム一同感謝の気持ちでいっぱいです。
今後も末永いお付き合いを宜しくお願いいたします。

年始のご挨拶♫

FY 様邸☆完成からのお引渡し♪

・AGNESI ペンネリーチェ…80ｇ　　　　　　　　　

・きのこ（しめじ・エリンギ・しいたけなどお好みで）…100ｇ

・玉ねぎ…30ｇ（正味）　　　　・ベーコン…2 枚　　　　・塩…適量

・青柚子の皮のすりおろし…適量（なくてもよい）　　　・オリーブオイル…大さじ 1

Ａ

・サワークリーム…大さじ 2・柚子胡椒…小さじ 1/2・パスタゆで汁…大さじ 1

★ＦＯＯＤＩＳＴ AWARDS 2020★
レシピ＆フォトコンテスト「パスタ部門」受賞！1 月 の れ し ぴ

作り方

材料（1 人分）

① ベーコンは 5ｍｍ幅程度に切り、玉ねぎは薄切りにする。

②鍋にたっぷりのお湯を沸かし、塩（分量外）ひとつまみを入れ、AGNESI ぺンネリーチェ

　を加え 9 分茹でる。

③A をよく混ぜ合わせ置く。（パスタのゆで汁は 2 のゆで汁から）

④フライパンにオリーブオイルを入れ、①を加えて炒め、きのこを加えて更に炒める。火

　を止め、2 と 3 を加えて和え、塩を加えて味を調える。器に盛り付け、青柚子の皮の

　すりおろしをトッピングする。

　こちらのコーナーで毎月掲載させて頂いている料理研究家の四万十みやちゃんさんのレシピが

FOODＩＳＴ AWARDS 2020 のレシピ＆フォトコンテストの「パスタ部門」で受賞されました！

おめでとうございます☆ 今月は受賞された「きのことサワークリームの柚子胡椒ペンネパスタ」

のレシピを掲載させて頂きます♪ AGNESI ペンネリーチェは、溝がついているのでソースと絡み

やすく、クリーム系のパスタにピッタリ！ピリッとした柚子胡椒がサワークリームと相性抜群で

美味しく出来上がり、白ワインにもよく合ってディナーにもおすすめです☆彡

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/

　北陸地方で生まれ育った方は、雪道も慣れっこでへっちゃらですよね !(^^)! それでもふと油断した時に思わぬ事故に繋がっ
たりしてしまいます！いざ大雪になった時も慌てず、日頃から心の準備とアイテムを車に載せておきましょう！

①急な操作をしない、発進時はアクセルはゆっくりと、車間距離は普段の 2 倍は保ち、急ブレーキはしないようにする
②エンジンブレーキを上手に使う
③交差点はアイスバーンだと思って進入する、同じく日蔭部分もアイスバーンになっている事がある
④坂道はいつでも停止できる速度で運転する
⑤カーブは十分に減速してから進入する
⑥橋の上や、トンネルの出入り口では特に凍結している可能性が大きいので気を付ける

①レスキューは直ぐに来られないことが多いので、いざという時の飲み物や、暖をとれるようにしておく。また車内でレス　
　キューを待つ時には、車のマフラーが雪で埋まらない様に特に気を付ける！
②駐車の間に車に積もった雪はスノーブラシ等で落としてから発進させる
③車を駐車させるときには凍結防止の為にワイパーを立てておく
④スタッドレスタイヤは一般的に 3 ～ 5 シーズンは使えるといわれていますが、タイヤの使用限界は気にして見るようにし
　ましょう

【雪道の基本的な運転方法】

【トラブル】

車に載せておきたい物

※何もない事が一番ですが、何かが起こっ

てしまったとき頼れるのは日頃からからの

備えです！参考にして下さい♡

・ブースタ—ケーブル

・牽引ロープ　

・ジャッキ

・スコップ

・アイスクレーパー（スノーブラシ）

・古い毛布

・タイヤチェーン　　

・毛布（防寒具）

・携帯トイレ

・携行保存食

・水

・懐中電灯　　

雪道でも慌てず安全に♪



2020 年
12 月 3 日

木曜日

なるべく毎日更新中！  Http://hama-home.jp/wp/

濱田工務店の facebook

Ｆ様邸の内部の造作工事が完了し壁紙のパテ工事が行われております。来週には
壁紙工事が完成します。また外部では基礎の巾木の補修が行われております。土
間の打設をする前に綺麗に仕上げ工事を行います。またキッチンも組まれてキッ
チンパネルが貼られて渦馬上の仕上げを待つだけです。F 様家づくり
も残り僅かに成りましたが、存分にお家造り楽しめましたか？後は仕
上げ工事のみと成りました。壁紙や器具付けその他設備機器やエアコ
ン・カーテン等の物が取り付けられて完成を迎えます。残り僅かです
が引き続きお家造り楽しんでくださいね。・・・はい

石川県金沢市の工務店の親父

【当たらない人の特徴】

①内容をすぐに忘れる

②最初から信じていない

③娯楽だと思っている

④ゴミ箱に捨てたり雑に扱っている

⑤都合の良い結果しか信じない

【当たる人の特徴】

①参拝をきちんとして神様に向き合っている

②大吉､凶と結果に関係なく内容を生かそうとする

③感謝をする気持ちがある

④叶えたいという強い気持ちがある

　新年は、神社やお寺に参拝した後に、おみくじを引かれる方も多いと思います。新年がどんな一年
だろう？とワクワクしながらおみくじを開けられると思います。「大吉だったらな～」なんて思っちゃ
いますよね♥でも大吉だからといって必ずしも幸せがやってくる訳でもありません（笑）。実はおみく
じも当たる人と当たらない人があるそうで、その特徴が↓

　結果、当たるも外れるも考え方次第といったところでしょうか？ !(^^)!。でも折角ですので、願いを
込めておみくじをひき、おみくじに書いてある内容をしっかりと読み、願いが叶うよう日々の生活を
送っていれば、なにも考えずに生活しているのに比べ、願いが叶いやすいそうですよ♪
　ちなみにおみくじの内容が当たった！という人はどれくらいの割合でいらっしゃるかというと、ア
ンケート結果では大体 6 割程度の人が当たっている！と答えたようです。何はともあれ、おみくじは
神様からのお言葉だととらえ、（大吉）でも（凶）でも一喜一憂せずに、大切なのは内容です。今の自
分へのアドバイスだと思い、心に留めておく事がいいのかもしれません。またおみくじの効果はいつ
までなのでしょうか？特にいつまで、というのはなく、次におみくじを引く時までがおみくじの期限
だと思ってよさそうです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おみくじ　当たる人と当たらない人

　約二年に渡り、はまちゃん新聞を担当しておりましたが、今月号をもちまして卒業することになりました。微

力ながら皆様に旬の情報やおもしろネタなどお伝えすることが出来ていましたら幸いです。次号からはバトン

タッチした後任が、また新たなはまちゃん新聞をお届けしていきます。ご愛読ありがとうございました！そして

これからもよろしくお願いいたします♡

 　1 月 11 日は成人の日です☆成人の日を迎えられた皆様おめでとうございます！「成人の日」は「大人になっ

たことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます」という趣旨の国民の祝日です。1948 年に制定され、

従来は 1 月 15 日でしたが、現在は 2000 年に制定されたハッピーマンデー法に基づき、1 月の第 2 月曜日に

改正されています。

　成人式の衣装で多いのが男性は羽織袴、女性は振袖ですね。羽織袴も振袖もやはりその時その時で流行がある

ようで、貸衣装屋さんや着付けをしている美容師さんは流行に敏感で、着物だけでなく髪形の流行りもよくご存

知です！ご相談されて決められるのも良いですね♡人生に一度の成人式ですもの、めいっぱいおめかしして出席

してくださいね～☆♫

　さてさて、この成年の日、民法改正により 2022 年 4 月 1 日から成年の定義が見直され、成年年齢が 20 歳

から 18 歳に引き下げられます。これによって 2022 年 4 月 1 日に 18 歳、19 歳の方は 2022 年 4 月 1 日

に新成人となります。約 140 ぶりに成年の日が見直されることで下記の事柄が変わります。また親の同意を得

なくても様々な契約が自分で出来るようになります。でもその分注意も必要です。契約には様々なルールがあり、

社会経験が未熟なまま安易に契約を結んだりしても、責任は自分で負わなくてはならなくなります。どのような

契約でもまずは周りの人に相談してからにしましょう！

成人式

✿はまちゃん新聞からのお知らせ✿

2021年
   1 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
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建築吉日
（たつ）
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