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発酵不要！ホットケーキミックスと豆腐で作る
バジルウインナーパン～スパイスアンバサダー
ホットケーキミックスと豆腐で作った生地に GABAN バジルを加えてウイン
ナーに巻き付けました♥一口でパクっと食べられるサイズなので、子供さん
にも喜ばれますし、お弁当にもピッタリです♪バジルの香りが最高～♡
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材料（12 個分…2 ～ 4 人分）
・ホットケーキミックス…100ｇ
・卵黄…少々
・絹ごし豆腐…70ｇ
・打ち粉…適量
・GABAN バジル…大さじ 1/2
（小麦粉やホットケーキミックス）
・プチウィンナー…12 本（皮なしタイプ）

自分色にカスタマイズ♪FY 様邸のサイディング
金沢市で建築中のＦＹ様邸の工事も着々と進み、現在は外壁の施工真っ只中です！家の顔ともいえ
る外観の打ち合わせは、自然と熱が入ります！。まずはイメージする外観をお聞きし、サイディング
を選んでいきます。サイディングの種類や色、柄も豊富にあるので重視したいポイントを絞り、そこ
からご提案していきます。ＦＹ様にも散策にお付き合い頂き、いろんなお宅の外観を眺めながら色を
決めていきましたよ !(^^)! じっくり選んでいただいた甲斐もありモダンでオリジナルな外観になりまし
たね !(^^)!

作り方

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/

① ボウルにホットケーキミックス、絹ごし豆腐、GABAN バ
ジルを加えてよく混ぜ、ひとまとめにする。
②①を 12 等分し、生地が軟らかい場合は打ち粉をして長さ
10 ㎝程度に細長く成形する。
③プチウィンナーに②を巻き付け、表面に卵黄を塗り、170℃
のオーブンで 15 分程度焼く。

猫の目の事どのくらい知ってますか？
「猫」といわれ、一番先に思い浮かぶのは、気まぐれであったり、ころころと表情の変わる愛らしい「目」ではないでしょ
うか？ことわざにも「女の心は猫の目」とあるように、女心は気まぐれで、猫の目の様に変化しやすいというたとえなので
すが、それは猫の目が光によって形が変化するように変わりやすいという意からきています。
吹付け塗装

猫を飼われている方、猫ちゃんの目は何色ですか？一般的によく見られる目の色は緑から
茶色の間のどこかの色に振り分けられます。眼の色の違いは虹彩と呼ばれる膜の中に含まれ
るメラニンの量で決まります。グリーンアイは虹彩の中に緑の色素が含まれているわけでは
なく「レイリー散乱」という現象が関わっていて、グリーンアイはロシアンブルーやベンガ
ルといった猫でよく見られる目の色です。他にグリーンからブラウンのグラデーションの目
や、琥珀色、メラニン色素を多量に含んでいる濃い茶色はボンベイやブリティッシュショー
トヘアなどに見られる目の色です。珍しい目の色として、
ブルーやレッドなどが挙げられます。
ブルーアイはメラニン色素が少なく、
シャムやヒマラヤン、
ラグドールなどでブルーの目の色が見られます。レッドアイは
「ア
ルビノ」と呼ばれる、メラニン色素を持たない個体に見られ、全く色素を持たないので被毛は真っ白です。虹彩などの色素
も抜けているので血管が透けて血液の赤味が見えレッドアイになります。ただし白猫がすべてアルビノというわけではあり
ません。目がレッドであればアルビノ、ブルーなどその他の色なら白猫という事になります。まれにオッドアイと言われる
左右目の色が違う猫を時折見かけます。正式には「虹彩異色症」と言われますが、被毛が白くオッドアイの猫は青い目と同
じ側の耳が高確率であまり聞こえないという事実も知られています。

猫の目の色

木目調サイディング

ベースはグレーで吹付け塗装し、ホワイトのタ
イル調のサイディングと、カッコいいブラックの木
目調サイディングで張り分けをしてあります。奥
様こだわりの外観♥素敵に仕上がってきていま
す！完成を楽しみにしていてくださいね (^^♪
※近年は都会的でクールな印象のテイストが人気
です。中でもホワイト、ブラック、グレー、ダー
クブラウンなど飽きのこないカラーが人気です。
またあえて色や質感の違う外装を組み合わせて、
型にはまらない《自分カラー》で個性を前面に
出した家もオシャレですね♪。せっかくの注文住
宅ですもの、思いっきりこだわり、オンリーワン
な家造りを楽しみましょう♫

猫の視力は人間の 1/10 程度と言われています。その原因は少しの光でも反射してしまう
のと、白黒を認識する細胞が豊富なので、ちょっとした明暗に反応してしまい、それでまた
画像がぼやけてしまう。また水晶体も大きい為画像の調整がうまくできない、といった理由
からあまり視力は良くなく、最も鮮明に見える距離は 75 ㎝といわれています。色はどこま
で見えているのか？基本猫は夜行性なので、暗闇はよく見えるのですが、逆に色をはっきり
と区別できる機能が備わっていません。ですが完全に白黒なわけではなく、青からくすんだ
緑色の様な色までは少し見えているようです。ただし赤と緑をはっきりと識別することは出
来ないので、白黒に寒色系の色で着色されたように見えているようです。
動体視力は非常に優れていて人間のおよそ 4 倍程度といわれています。小さな虫を捕まえるのはお手のもので、逆にゆっ
くり動くものには反応が鈍く、1 秒間に 1°～ 3°程度しか動かないものに関しては、もはや止まっているものとして認識
されます。視野は片目で見ることのできる単眼視野と、両目で見ることのできる両眼視野というものがあり、単眼視野と両
眼視野を合わせた全体視野としては人間よりも後ろの方まで見渡すことができ、かなり広い視野の様です。

視力

タイル調サイディング

今月のはまちゃん新聞は、猫の目のそうだったのか～！！でした !(^^)!

2020 の冬は寒い？☃

濱田工務店の facebook
Ｆ様邸新築工事の造作工事が順調に進んでいます。羊毛断熱材が隙間なく装て
んされ内部の天井下地が施されております。下地は古来からの施工方法で行って
おります。こうする事で天井に撓みやだ鰤が出来ないのです。現在の施工方法は、
この様な施工方法をするのは少なく成りました。また羊毛断熱材は腐れや湿気に
強く吸放出する優れものなのです。又外部の壁も完成しシールを残す
のみと成りました。電気設備も順を追い施工されております。来月に
は内部の PB ボードが搬入され貼り始められます。工事の方も順調に
進み部屋周りの間仕切りが判る様になりました。また外部の方も F
様の想い描かれた色合いに成りましたか？シールが終わり塗装の駄目
直しと雨樋が取り付けられたら外部足場が取り外されます。外壁の全
容が見て取れる様になります。楽しみですね。もう暫しお待ちくださ
いね。・・・はい
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なるべく毎日更新中！ Http://hama-home.jp/wp/

薪ストーブとペレットストーブ
見ているだけで暖かくなる薪ストーブと近年人気のペレットストーブ！今月のはまちゃん新聞は徹底比較
していきます !(^^)!
燃料

生活の比較

・薪は森林組合や林業家から購
入したり、自分で作ったりす
る方法があります。8 時間使
用の時、2 ～ 3 束で 1000 円
～ 1500 円程度。
・ペレットの燃料は同じく 8
時間使用で、8 ㎏で 360 円程
度。
購入するとなるとペレットの
方が安価ですが、間伐材や端
材を手に入れて薪を自分で作
るのであれば購入費用はかか
りません。

・薪 ス ト ー ブ は 薪 の 乾 燥 度 合 に
よって煙突から白い煙が出ること
があります。その為ご近所との思
わぬトラブルに発展したりするこ
ともあり得ます。
・ペレットストーブの魅力のひと
つはその扱いやすさ。着火、消化
や燃料供給が自動で出来たり、排
気が無色透明であったり。利便性
が高く現代人が暮らしに取り入れ
やすいことからも近年人気があり
ます。

煙突
・薪ストーブを新たに設置するには、
専用の煙突が必要になります。煙突
は屋根の端についてるイメージです
が、実際には屋根を貫通させること
が可能。煙突が高価になること、年
に一度は煙突掃除の手間が必要です。
・ペレットストーブは、煙突ではな
く排気筒で対応可能です。高さも 2
ｍ程度で十分なので設置費用は比較
的安価です。排気筒の設置は多くは
壁を抜く方法で行います。初期投資
は薪ストーブよりおさえる事ができ、
設置も比較的手軽という特徴があり
ます。
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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。
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※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。

今年の冬は厳しい寒さが予想されます。既にニュース等で耳にされた方もいらっしゃると思いますが、
2020 年冬はラニーニャ現象の影響によって西日本の日本海側で雪が多い予想がされています！☃このラニー
ニャ現象前回発生したのは 2017 秋から 2018 年春まででした。この時全国的には暖冬だったのですが、
2018 年 1 ～２月に日本海側に強い寒気が流れ込み、北陸などで大雪になりました！まだ皆様の記憶にも新し
いと思います。福井県の道路では１千台以上の車が立ち往生したり、物流がストップしたり、石川県も同様、い
たるところで車が動けなくなり、道路は大渋滞でした。雪をかいてもかいても、翌朝また積もっている…雪をもっ
ていく場所もだんだんなくなっていき、毎日の雪との格闘にうんざりの冬でしたね。降ってくる雪を止めること
は出来ませんが、厳しい寒さ対策や、大雪対策は今からでも遅くはありません！
★風除室を設ける…風除室は玄関前に設置する風よけの為の子部屋の事をいい、リフォームで後付けを希望さ
れる方も多くいらっしゃいます。冷気が直接家に入るのを防ぎ、自転車や雪かきのアイテムを置いておいたりと、
活用の幅が広いスペースになります。
★内窓…真冬に窓の近くに行くと寒くてブルっとなることがあります。そうなんです、実は窓から冷気が入っ
てくる割合はどの部位よりも高いのです！比較的簡単な工事で取り付けられる内窓は、窓から入る冷気を防ぎ、
断熱効果が高く、結露の軽減、防音にも効果的です。また厚手のカーテンに変えるだけでも室内の暖かい空気を
逃がさないのに効果的です。
★カーポート… 2018 年の大雪の時に、カーポートの有無で大きく生活が変わりました。最短 2 日で設置で
きるカーポートは、大雪になったとしても幾分ストレスが和らぎそうです !(^^)!。
《大雪予報が発令されたら》
☆水道管…夜の冷え込みで配管の中の水が凍ってしまうと、翌日断水したり、配管や水栓金具などが破損して
しまうので、少し水を出しっぱなしにするか、配管を市販の保温材やボロ布などを巻き付けその上から濡れない
よう、ビニールテープなどを巻き付ける。
☆エアコンの室外機…エアコンの室外機が雪に埋もれてしまうと、空気の吸い込み口がふさがれ、正常に作動
しなくなり、暖房も効かなくなるうえ、故障の原因となります。室外機の吸い込み口、吹き出し口の前を、それ
ぞれ 30 ㎝は空けるように、また室外機が雪に埋もれない様に気を付ける。
☆エコキュート…氷点下になるとエコキュートの中でも凍結することがあります。朝の身支度時にお湯が出な
いなんて、想像しただけで身震いがしてきます☃。凍結しそうだな、と思われる夜は、電源はＯＮのまま、浴槽
の中の循環金具（丸い金具）の少し上までお湯をはっておく。もし空の浴槽でエコキュートが凍結した時は外部
の配管にお湯をかける。
☆ベランダ…何日も雪の日が続くと、うっかり忘れてしまうのがベランダの雪かきです (^^;)。ＦＲＰ防水処理
がしてある高さまでの積雪なら大丈夫なのですが、それ以上の高さまで雪が積もってしまうとサイディングにダ
メージを与えてしまいます。またＦＲＰ防水はガラス繊維で出来ているので、雪かきの際にはプラスティック製
のスコップで床を傷つけないようにしましょう。

