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平成が終わりますね～次の元号は何になるのでしょうか。
平成に流行ったものといえば・・・
「ティラミス」
「ナタデココ」「女子高生のルーズソックス」
「たまごっち」
「ポケベル」など、つい最近の事の
ように感じられます。 最近は SNS の普及で情報のスピードが早くなり、新しいものが次々と生み出され、
そして流行もアッという間に過ぎ去っていく時代になりました。

阪本 貴(さかもとたかし)

23 歳

【趣

吉田 弘樹(よしだひろき)

味】

【趣 味】

車(サーキットの走行)
スバルのインプレッサを
レースカーにしようと
思っています。
営業職からの転職で、害虫・害獣の知識は少ないの
ですが、早く知識を身に付け、皆様のお役に立てる
ように頑張ります。よろしくお願いします。

30 歳

バイク
水泳
スポーツ観戦

初めての業種でまだまだわからないことばかりで
すが、とてもやりがいのある業種だと思います。
少しでも早くお客様のお役に立てるよう頑張って
いきますので、どうぞよろしくお願いします。

スプレー缶の処分方法を確認しましょう

北海道のスプレー缶ガス爆発のニュースは記憶に新しいと思います。
皆さんの地域の処分方法は確認されましたか?
参考までに
・茨木市では完全に中身を使い切り、穴をあけ「穴あけ済み」と表示し、普通ごみとして
出します。
・高槻市では中身を使い切り、穴をあけリサイクルごみとして出します。
振ってみてシャカシャカと音がしたらガスが残っていますので、穴をあける前に確認して下さい。
※ガス抜きや穴をあける作業は、安全のため、必ず屋外で、風通りがよく火気のない場所で行ってください。
穴を開ける道具は 100 円均一のお店やホームセンターなどで販売されています。
これは(右写真)100 円均一のお店で売られているはさむタイプのもので、内側に針が付いて
いて女性でも軽く握るだけで穴があきます。
また中身の残っている殺虫剤やヘアスプレー等をストーブや
コンロの近くに置いたり、鍋のカセットコンロのそばに
予備のガス缶を置かないようにして下さい。
中のガスが熱せられ膨張して爆発する可能性があります。

冬場の火災にご注意を!

こたつの中に衣類を入れて温めていませんか?
室内で洗濯物を干す時にストーブのそばに吊るしていませんか?
⾧時間、衣類がヒーター部分に接触していると燃える可能性があります。
こんな火災もあります

「通電火災」

万が一、冬場に地震や停電で家から離れる場合（避難する際）は必ずブレーカーを落とし
ましょう。
急な停電ですべて電気が消えたと思っていても、停電からの復旧通電で電気ストーブ等の
スイッチが入り火災発生の可能性があります。
そばに洗濯物やカーテン、本や書類など燃えやすい物がないか?確認が必要ですが、急いで
いたり、暗い中だとなかなか確認もできないので、対策としてブレーカーを落としておくと
安心でしょう。
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ここ数年注目されている

甘

酒

ですが、さらに進化しています

飲む点滴と言われ、夏は熱中症の予防、冬は風邪予防にもってこいです。
甘酒には「米麹からつくられる甘酒」「酒粕からつくられる甘酒」があり、効果が違います

米麹の甘酒
作り方

蒸したお米に麹菌を繁殖させたもので
ノンアルコールのため誰でも飲めます。

栄養成分 米麹の発酵により、ビタミン類を
作ります。麹菌の発酵により、お米の
デンプンをブドウ糖やオリゴ糖に変え
るため自然な甘さがあります。

効 果

ダイエット効果

疲労回復

酒粕の甘酒:昔ながらの日本酒の絞り粕
米麹に酵母菌を加え発酵させて作ります。
麹菌と酵母菌の 2 つの発酵の力で、栄養価がとても高いと
いわれています。独特の香りがありアルコールを含みます。
たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの他にも
発酵によりできたペプチドやアミノ酸、麹菌と酵母菌由来の
βーグルカン、葉酸なども含まれています。
砂糖を加えるためカロリーが高めのものが多いです。

美肌効果(保湿や美白)

飲みやすい様々な「味」
「低カロリーのもの」
「炭酸入り」など発売されています。
購入する際に原料やアルコール入りなどをチェックして、お気に入りのものを見つけて下さい。

火災報知器の設置が義務化されてから、
そろそろ１０年が経過します。

電池が切れると警告音でお知らせします。
高所にあるため、警告音が鳴る前に早めの
交換をおすすめします。
電池交換も可能ですが、
火災報知器本体も劣化して
いるため、メーカーも本体
ごと交換することを勧めて
います。

この季節・・・パチッと痛い「静電気」
ちょっとした工夫で防ぐことができます。
●家のドアノブを触る前に壁や木部を触る
と体に溜まった電気を逃してくれます。
●車に乗るときは車の
キーで一度ドアノブ
に触れると静電気を
防ぐことができます。

テントウムシの越冬
冬になると昆虫の姿が見えなくなるのは、気温が
低いと成長や生活ができなくなるからです。
昆虫には寒さの厳しい季節を乗り越えるのに、卵やさなぎのまま
で春を待つタイプや、木の皮の下や家の軒先に集まって身を寄せ
合いながら冬を越すタイプなど、いろいろです。その中でも集団
で冬越しするものとしてナミテントウがいます。ただナミテント
ウも体の色や模様が遺伝子の関係でいろいろなタイプがあり、
「同じ種類ですか？」とよく聞かれるぐらいで、集団でいると何
種類ものテントウムシが身を寄せ合っているように見えてしま
います（写真はすべて同じ種）
。
公園などでは配電ボックスなどに集まっていることもあります。
お家の周りだと窓際にいることがあります。窓を開けた時に家の
中が温かいので、侵入してくることもありますが、危険は全く
ありませんので、ご安心ください。
臭いにおいを出すカメムシも同じように
窓枠の間に入っていることもあります
ので、こちらはご注意ください。

空気が乾燥しています！ インフルエンザやノロウイルスの予防に手洗い・うがいを心がけましょう。
インフルエンザウイルスは飲み込むと胃酸で死ぬので、こまめに水分補給をして飲み込んでしまい
ましょう。また紅茶に含まれるポリフェノールの一種にウイルスの活動を抑える働きがあり、予防
効果があるとのことで注目されています。口腔内をきれいにする歯磨きも予防効果があるそうですよ。
お家の害虫駆除、耐震、リフォーム、防犯対策

【発 行】「やっぱり我が家が一番」を応援します！

などでお困りのことはありませんか?
ご相談・お見積りは無料です。
お気軽にお電話でお問い合わせ下さい!

こんな虫や害獣でお困りの時は当社へご相談下さい!
毛虫・ゴキブリ・ダニ・ハチ・セアカゴケグモ・ネズミ・イタチ
ハトなどあらゆる害虫、害獣に対応いたします

大阪府茨木市沢良宜浜 2-17-14
TEL 0120-364-644
FAX 072-634-4424

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.housedoctor.co.jp
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