
クイズの答えと下記のアンケートに答えて 
プレゼントをGETしよう！

【館山展示場】TEL:0470-25-5677
【市原展示場】 TEL:0436-20-8841
【木更津展示場】TEL:0438-30-4505

春号プレゼントクイズ当選者発表
市原市：S様

〒292-0038千葉県木更津市ほたる野4-1-1ユニバーサルホーム木更津店
kisaradu-ten@kimitu-hg.co.jp

ハガキかメールでの受付となります。
住所・氏名・電話番号とQ１～Q３の答えを明記の上、ご応募ください。
（掲載して欲しい内容、ペットの写真などの投稿も募集中♪）

①応募締め切りは2019年6月30日までとさせていただきます。
②抽選した上で当選者を決定いたします。
③当選者の発表は、お電話にてお知らせいたします。

応募方法

応募規定

宛先
アドレス

おめでとうございます!!おめでとうございます!!おめでとうございます!!

（アフターメンテナンス・リフォーム）

【八幡事務所】TEL:0436-40-2727

クオカード2,000円分プレゼント

今後リフォームをご検討されている方にうれしいサービス♪今後リフォームをご検討されている方にうれしいサービス♪
リフォームにも３つの「あんしん」リフォームにも３つの「あんしん」

リフォーム後も快適な暮らしをサポートします！リフォーム後も快適な暮らしをサポートします！

始まります！始まります！あんしん   あんしん   あんしん   おうちおうちおうち サポートサポートサポート

「おうちあんしんサポート」について詳しく知りたい方は、フリーコール：0120-91-8018までお気軽にお問合せください。
後日お手紙でも詳しくお知らせいたします。※「おうちあんしんサポート」は有償のサービスとさせていただきます。

Contact

Present

アンケート Q1 クイズの答えは？ Q2 面白かった記事は？
Q3 この情報誌に関するご意見・ご感想

問題 除虫菊の花に含まれる、蚊を追い払ってくれる天然成分の名前は？
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発行：株式会社ひらい　ハウジング部
ライター：瀬戸内千代
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(前号の答え　ふたとるな)

千葉県PRマスコットキャラクター
チーバくん

千葉県許諾　第A958-20号

株式会社ひらいは「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」です。

キッチン・トイレ・バスなどの住宅設備が故障した場合、無料で修理・新品交換いたします。

※使用上の過失・災害などの外的要因など、保証範囲外の故障・不具合は除きます。

ક୧ਝभ 10ফ৳あんしん
   

あんしん
   

あんしん
   1

ಸৌૢ१شঅ५
24時間・365日

24時間365日、以下の住まいのトラブルに対して
提携メンテナンス会社が受付し、緊急の場合、応急
処置を行います。

あんしん
   

あんしん
   

あんしん
   2

उअठএॖথॺয়
電子マネー

毎月会費をお支払いいただくことで、将来のリフォー
ムやちょっとした修繕に使える〝おうちポイント”を
お得に積立てできます。

あんしん
   

あんしん
   

あんしん
   3



LIXILリフォームコンテスト　2016年 千葉県第１位 2017年 千葉県第１位 2018年千葉県第2位

最新式のオシャレな空間に大変身！
節水タイプで家計に優しいトイレになりました。

応募締切

住まいのリフォーム　トイレ編住まいのリフォーム　トイレ編住まいのリフォーム　トイレ編

About Us Contact

Present

News

応募締め切りは2019年8月31日までとさせていただきます。
当選者の発表は記念品の発送をもってかえさせていただきます。

住所・氏名・電話番号と左記アンケートの答えを明記の上、ご応募ください。

〒299-0111 千葉県市原市姉崎628-12　リホームプラザ市原店

官製はがきでの応募方法

宛先

アンケート

パソコンからの応募方法
①ウェブ検索『リホームプラザ』、又はhttps://www.rehome-plaza.co.jp/を入力
②弊社ホームページを開く
③お問い合わせ
④必須項目入力（Q1～Q3答え入力）
⑤送信する

千葉県内店舗数No.1
地域密着で迅速なサービスをお届けいたします。

正解者の方の中から抽選で3名様に 記念品プレゼント

　

市原店
千葉店　
茂原店
イオンタウン館山店

TEL:0120-60-3104
TEL:0120-23-2401
TEL:0120-80-1221
TEL:0120-73-5222

ユニモちはら台店
ワンズモール千葉北店
カスタマーズセンター
再生課
君津店開設準備室

TEL:0120-76-0337
TEL:0120-97-0433
TEL:0436-40-2727
TEL:0120-23-2401
TEL:0120-60-3104

おきにいりPoint
シンプルでスタイリッシュなトイレはローシルエットなので、
空間が広く感じられます。
オシャレになった上に節水になり、一石二鳥です！
内装には特にこだわりましたので、我が家の癒しの空間に
変身しました。

Before After

˂ʳĜʸʯˁʎ˂ʳĜʸʯˁʎ

快適で長持ちする住まいづくり

https://www.rehome-plaza.co.jp/

Q1
Q2
Q3

クイズの答えは？
面白かった記事は何ですか？
この情報誌に関するご意見・ご感想

クイズに答えてもらっちゃおう!
問題

除虫菊の花に含まれる、蚊を追い払ってくれる天然成分の名前は？

プラザ通信　2019年夏号　
2019年6月発行
発行：株式会社ひらい　リホームプラザ部
ライター：瀬戸内千代
イラスト：池田侑加
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千葉県PRマスコットキャラクター
チーバくん

千葉県許諾　第A958-20号

株式会社ひらいは
「“社員いきいき!元気な会社”宣言企業」です。

(前号の答え　ふたとるな)



　　　　　　　　メーカーの小西製粉（匝瑳市）のイチオシは、
淡い自然な色合いで

懐かしい味の「プレミアムロースト」。
3種の詰め合わせで飲み比べて。
ちば麦茶 プチおたのしみセット

 1,600円（税込・送料込）
http://www.shokokai.or.jp/12/122351S0012/index.htm

「ちば麦茶をお試しください」で検索

　　　　　　　　　JR大原駅の近くの
古民家ギャラリー北土舎（ほくとしゃ）に、

名工・最首實（さいしゅ・みのる）さんの組子作品あり。
　　組子コースター〈大・小〉
各1,600円（税込・送料別）

　　　　　　　   　　 購入方法は「北土舎 Hokutosha」
　　　　　　　　　　 　　　　Facebookにお問い合わせを

　　　　繊細で涼しげな「建具組子」は
千葉県の伝統的工芸品です。

職人が釘も使わず
丁寧に手で組み上げた組子は、

　　　　　小さなコースターでも存在感抜群。
　　　　　　　食卓の格を引き上げてくれます。

　　　　　　
　

千葉県産の小粒大麦を
釜で二度煎りした「ちば麦茶」。

麦茶本来の香ばしさが広がります。
̲̀ۜͬذ̩͍̹ࣝ̈́ͅ　

　四季の中でも、とりわけ夏は、香りの記憶に彩られています。
花火大会の人いきれ、スイカ、麦茶、お線香、蚊取り線香、セミやカブトムシ、プールや海……。
ふと感じた香りに誘われてよみがえるのは、ずっと昔の、幼い頃の夏休みかもしれません。
　昭和と平成が過ぎ、令和の夏がやってきました。2世代・3世代の家族が、
それぞれの記憶を香りからたぐり寄せて、昔ながらの夏らしさを楽しんでみませんか。 

ࣝغـ ٍ৾ͤࣝ

　遠い夏の日。祖父母宅の縁側に涼しい風が吹
き抜けたら日暮れの合図。いとこたちと競うよ
うに沓脱石（くつぬぎいし）のサンダルをひっか
けて庭に降り、水や火の準備を始めます。ジャン
ケンしながらお気に入りの花火を取り合う頃に
は夕闇が濃くなり、やがて着火して鮮やかな色
彩がパチパチとはじけるとにぎやかな歓声が上
がりました。花火セットの袋が空になり、いつも
最後に残るのは線香花火。輪になってしゃがん
で互いの火を見守り、しばし静かな時間が流れ
ます。早 と々火玉が落下した子の表情に、息を
殺して笑い合ったあの日。思い出に残る場面の
主役は、派手な花火ではなく、凛とした存在感
を放つ昔ながらの線香花火でした。

　今では和紙で職人が仕上
げたアートのような贈答品
も登場し、実際に線香花火
が手持ち花火の主役級に昇
格しています。
　形状は、カラフルなこよ
り形が代表的ですが、関西
のそれは、1本の藁（わ
ら）の先端に火薬を塗り固
めたガマの穂のような姿。
それを線香のように立てて
着火したことから、「線香
花火」と呼ばれるように
なったそうです。

　優れた物理学者でエッセイストとしても名を馳せた
寺田寅彦（1878-1935）は、49歳の時に「線香花火」
という短編を書きました。科学者ならではの筆致で、
点火→沈黙→牡丹の花弁→休止期→振動→火花の放出
→松葉→放物線を描いて垂れ落ちる（柳）→散り菊と
進む一連の流れを観察し、松葉のくだりでは「この火
花の時間的並びに空間的の分布が、あれよりもっと疎
であってもあるいは密であってもいけないであろう。
実に適当な歩調と配置で、しかも十分な変化をもって
火花の音楽が進行する」と述べています。
　寅彦は線香花火を物理学の研究テーマともみなして
いました。その後、教え子の中谷宇吉郎が実際に実験
して、やはり「線香花火」というタイトルのエッセイ
を残しています。つい最近も、東大（2017年当時）の
研究者が高速度カメラなどハイテクを駆使して、線香
花火の謎の一部を解き明かしたばかり。あの短命な花
火の美しさは、古くて新しい研究テーマなのです。

名前の由来は使い方

　夏の庭で花火をゆっくり楽しむなら、防虫
対策は必須。防虫剤を肌に塗っても蚊がうる
さくまとわりついてくる時には、昔ながらの
蚊取り線香を風上に置いてみてはいかがで
しょう。化学合成の蚊取り線香が苦手な方に
は、植物由来の無添加タイプがおすすめ。除
虫菊（シロバナムシヨケギク）の花に含まれ
るピレトリンという天然成分が、蚊を追い払っ
てくれます。電源を気にせず持ち歩けるので、

ブヨが心配な夏の畑仕事にも重宝します。

※煙が出るので匂いが付きやすい洗濯物やお隣さんに
ご配慮を。燃焼部分は約700度に達するため小さいお
子さんの火傷や火災にもご注意ください。昆虫や両生
類、爬虫類などペットによっては毒になるので使用前に
要確認です。

除虫菊の香りで蚊を避ける

̤ࣝ

　最近は香り付きの蚊取り線香も発売されて
いますが、除虫菊が日本に入ってきた明治時
代にできた蚊取り線香は、もともと、お香文
化の土台の上に誕生したものです。お香は、
はるか昔の飛鳥時代に仏教と共に伝来し、や
がて「香道」として確立された重厚な歴史を
持ちます。
　嗅覚が脳にダイレクトに働きかけるため
に、香りは、忘れていた風景や手を引いてく
れた人の面影までも瞬時によみがえらせるこ
とがあります。まとう香りが人物の佇まいを
決定付けることもあります。『枕草子』や
『源氏物語』が書かれた平安時代の王朝貴族
たちは、そんな香りのパワーを上手に利用し
ていました。多種多様なお香が誰でも気軽に
買える今、先人の知恵に学ばない手はないの
かもしれません。

貴族も愛したお香のパワー

　天然素材から創られ、長い歴史に培われた
お香には、防虫・防かびなど生活に役立つ機
能を持つものもあります。例えば衣類や部屋
やトイレの脱臭。急な来客時にリビングで、
短く強く香るコーン形のお香を灯せば、一気
に空気をリフレッシュできます。コーン形ほ
ど香りが強くないスティック形は、トイレの
ような狭い空間に便利。くゆらせながら部屋
で読書などして過ごすのにも最適です。
　布や紙は煙を吸いやすいので、翌日のお洋
服を焚き染めたり、リラックスついでに便せ
んに香りを移したりと楽しめます。煙が苦手
な方には、微煙タイプや、火を使わずに自然
な揮発で香るタイプのお香（香り袋や、印
香、練香、香木など）もあります。いろいろ
と試して、好みの香りや使い方を探ってみま
せんか。

※目を離す時には消火するなど、火気の扱いにはくれぐ
れもご注意ください。

毎日の暮らしにお香を科学者も注目


