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ベーコンの塩味と、長ネギの甘さがよく合う

長ネギとベーコンの豆乳味噌グラタン☆彡

月

ハロウィーンの
季節ですね♪

◆ 材料（２人分）
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◆ 作り方
①．長ネギは３ｃｍ程度の長さに切る。( 白い部分のみ使います。)

サンルームがあった場所に新しく６畳ほどのキッチン付きの

ベーコンは５ｍｍ幅に切る。

別室を増築し、外壁の塗装も請け負いました。来客があった際、

②．フライパンにバターを入れて溶かし、
①を加えてしっかりと炒める。

お茶出し等々で不自由されていたそうです。しかし、キッチン

( しっかりと炒める事で甘みがでます )

がもう一つできることで、不自由なく過ごしていただけるよう

③．②にＡを加えて炒め、豆乳を少しずつ加えながら混ぜ、とろみがつくまで加熱し、

になります。上棟も９月上旬に行われました。

塩・コショウで味を調える。
④．③をグラタン皿に入れ、ピザ用チーズを適量のせて オーブントースターで、

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♪

焦げ目がつくまで加熱する。

四万十住人の簡単料理ブログ
http://shimanto-miyachan.blog.jp/

基礎工事

濱田工務店の Facebook
金沢市にて、事務所の建設を承りました (＾ω＾) お客様
の息子さんが事務所を建てられるとのこと！親子二代に渡

ＭＳ様邸新築工事の外壁工事が始まりました。可
なり待ちましたが、腕の良い職人さんが中々空かな
くて一週間ばかり待ちやっと来てもらいました。外
壁工事や、その他工事は弊社が選んだ職人さんで工
事を行って居り妥協をしないのであります。ですの
で、思いの叶った良い家に仕上がるのです。今週中
には外壁は殆ど仕上がります。Ｍ様には少しお待ち
頂きましたが、良い職人が腕を振るい仕上げますの
でご安心くださいね。

り頼っていただけるのは弊社にとって嬉しい限りです♪
土地の草むしりをしてから、遣り方がスタート！この時

上棟（屋根工事）

Ｙ様邸

祝☆上棟

期、なかなか晴れ間がなく、貴重な晴れ間を利用しての遣
り方となりました。

Ｅ様邸外壁吹き付け工事完成

夕方頃には、 屋根下地まで完成させ、

2 018 年
9 月 12 日
水曜日

Ｅ様邸外壁工事が完成しました！建築

立派な構造体が出来上がりました！

なるべく毎日更新中！ Http://hama-home.jp/wp/

してから、二十数年余り経過していまし

９月６日（木）台風も過ぎ去った秋晴れの中、
Ｙ
様邸の上棟が行われました (・∀・) ！ Ｙ様ご家族も
上棟式に参加して下さいました♪この頃、天気はこ
ろころころころと変わりやすかったのですが（まる
で乙女心の様に）この日はお天気にも恵まれ、絶好
の上棟日和となりました☆

☆Befor

大安

赤口

先負

仏滅

そこで、外壁吹き付け工事を行い、劣化
していた壁面を生まれ変わらせることに！

友引
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等々を施工し、見違えるほどピカピカな壁

先負

これで、壁内から水

仏滅

建築吉日
（たつ）

が浸透してくる心配もなく、また数十年の

仏滅

月日を耐え抜いてくれることと思います
(＾ω＾)♪

赤口
建築吉日
（たいら）

赤口

吹き付けやシール部分の打ち直し、再塗装
面になりました +*.

仏滅
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☆After

地鎮祭や上棟式︑お引越しの
スケジュール立てに
参考までにご活用下さい︒

ます。

先負

開店︑移転︑柱立て︑棟上げ︑新規事
の開始など︑すべてに大吉︒

桁と順番に材料を組んでいき

友引
建築吉日
( なる )

﹃たつ﹄

先勝

建築︑移転︑開店︑祝いごと︑すべて吉︒

赤口

﹃みつ﹄

大安

新規事の開始は︑吉︒

透し、外壁の強度が落ちてしまいます。
１階から通し柱、 管柱、 梁、

﹃たいら﹄ 地固め︑柱立て︑祝いごと︑すべて円満︒

のままでは、雨水などが壁の中にまで浸

建築吉日カレンダー

2018 年 10 月

﹃さだん﹄ 建築︑移転︑開店︑新規事の開始など︑
すべて吉︒

てある部分の劣化が激しかったです。こ

﹃なる﹄

壁は劣化していました。特に白丸で囲っ

﹃ひらく﹄ 建築︑移転︑開店︑すべて吉︒

た。その為、工事前は左の写真の様に外

※祝日は法律の改正により変更になる場合があります。

（有）濱田工務店／はまホーム

はまホーム

〒920-0356 金 沢 市 専 光 寺 町 ワ 5 6 - 1

0120-969-003

076-266-1212
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猫の飼い方

はまホームから発信！

世界遺産の旅

ｖｏｌ.９

今回は日本の世界遺産についてご紹介します♪ 最近、 海外の特集ばかりで自国のことをないがしろ

お客様の中で猫を飼っている！もしくは飼い始めた！これから飼おうと思っているという方もいらっしゃ
るのではないでしょうか =^ω^= ？その際、室内飼いにした方が良いのか？はたまた猫ちゃんたちの為には、
外に出してあげた方が良いのか？悩まれる方も多いと思います。 そこで、今回は室内飼い、外飼いのメリッ

にしていた気がします。 自国の遺産について知ることも大切ですね。 自己満足のコーナーになっている
気もしますが、 どうぞお付き合いください (*- -)(*_ _) ペコリ

屋久島 （鹿児島県）
屋久島にある厳島神社は 1996 年に世界文化遺産として認定を受けました。 この認

ト ・ デメリットについてご紹介します (ﾟДﾟ)ﾉ！

定を受けたのは、 日本三景の中では唯一宮島だけです。 神様の使者となる鹿が宮島

室内飼い
メリット
①健康管理がしやすい

ｘ
Ｒｅｌａ

にはたくさんいます。 神様の使いとして、 大切に保護されています。

Ｇｏｒｏ

Ｇｏｒｏ

デメリット
①電気コードでの感電

知床 （北海道）
知床は 2005 年に世界自然遺産に登録されました。 シマフクロウやシレトコスミレと

②寄生虫の感染予防

②おもちゃの誤飲

いった絶滅危惧種や希少な動植物が分布しています。 ヒグマやエゾシカ、 トドやアザ

③事故やケガをする確率が低くなる

③お風呂で溺れる

ラシなどの大型哺乳類も高密度で生息しています。

①体調不良の原因となる、風邪ウィルスや感染症は外でも

①コードに電流が流れている状態で噛んでしまうと、感電す

らってくることがほとんど！室内飼いをしていれば、病

る恐れが高まります。噛み千切らない様に、コードにカバー

気の危険に遭う可能性がなくなります。

をしましょう。
②猫は、好奇心旺盛な性格の子が多く、何でも口に入れてし

際に寄生虫に感染することも。その点、室内で飼っている

まう事があります。おもちゃで遊んであげた後は、蓋付き

と食事は人間が与えるので感染リスクが低くなります。

のボックスに仕舞うなど工夫が必要です。

故に遭う確率が高くなります。室内飼いをしていればこう

富士山は、 山梨県と静岡県の県境に跨って存在しています。 2013 年世界遺産に登
録されました。 富士山は古来、 日本の象徴として日本人の山岳信仰や葛飾北斎らの

②小動物等々を狩猟本能で捕まえて食べる習慣があり、その

③車社会である現在、ある程度交通量があるところでは、事

富士山 （山梨県、静岡県）

浮世絵の題材にもなり、 文化的意義が評価されました。

③興味本位で浴槽に上った際、落下してしまう危険があります。
お風呂の蓋をしっかり閉め、対策を行いましょう ( ˘ω˘ )♪

いった危険から身を守ってあげることが出来ます。

外飼い
メリット

Ｂａｒｉ

Ｂａｒｉ

デメリット
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①室内での爪とぎが減る

①交通事故に遭う確率が高くなる

②運動量が多くなる

②他猫との喧嘩をした際のケガ

③他の猫達との交流が図れる

③病気に掛かる事も

ｏｒｏ

①外飼いにすると、外の木などで爪とぎをして来る為、室内

①外を出歩くことで少なからず、交通事故に遭う可能性が生

での爪とぎの回数が減ることがあります。爪とぎの躾をす

じることになります。室内環境を過ごしやすいものにして

る必要がなくなるので、飼い主の負担は少なくなります。

あげることで、外に出る危険性を防ぐことが出来るかもし
れません。

②自由に街中を走り回ることが出来るので、室内飼いとは比
較できないほどの運動量が増えることになります。また、
「肥満」の予防にも繋がります。

②外に出ることで、コミュニケーションを図れるというメリッ
トもあります。しかし、相性の合わない猫と遭遇した場合
は喧嘩になることもしばしば…。もし、ケガを負ってしまっ
た際は早急に手当てをしてあげましょう。

会社の玄関にいつの間にか招き猫２匹が
登場！ソーラーパネル式で身体がゆらゆら、
手がゆらゆらしていてとっても可愛いです

先日、スターバックスに行った際に珍しいニコちゃんマークが :-)

=’
ω’
=♡゛あなたは幸せを呼ぶ白の招き猫、

( ニコちゃんマークをわかりやすい様に、ハートで囲みました。
）こ

③室内飼いの場合、家の中に誰もいない間は、猫はコミュ

③人間と同じく、外に出ることで空気中に含まれるウイル

ニケーション不足になってしまいます。 外飼いにする

スに感染し、風邪に掛かることも珍しくありません。他

全てにおいて大吉の金の招き猫どちらがお

もしくは気分で書いているなど諸説あります。レアなため書いてある

と、他の猫と接する機会が増え、
「遊んでほしい」
「構っ

の猫と喧嘩をして噛まれるとエイズや FIV と言った病気

好きですか？ ( 金の斧、銀の斧的な）

とラッキーな気分になれます（＾ｕ＾）
☆彡

てもらいたい」 などの欲求を満たす事が出来ます。

に掛かってしまう可能性が高まります。

ちらのマークは店員さんがお客さんとコミュニケーションを取るため、

書いてあるといいなと思いました♪

今度は友人のカップにも

