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ゲノム編集で３高＋イケメンな自分を作ろうか（笑）
皆さん、こんにちは。SK ホームの佐々木でござい
ます<m(__)m> 先日の大雨は凄かったですね！お客
様の中には被災された方もおりまして、まずは心より
お見舞い申し上げます。今回の大雨被害は予想をはる

残暑お見舞い申し上げます。
立秋とは名ばかりの猛暑が続いていますが、皆さん
は夏バテなどしていませんか？
さて、今月 26 日は「第 91 回全国花火競技大会」

かに超えたモノだったと思いますが、つい先日、更に

が開催されます！今年の大会テーマは「行雲流水～

予想できないニュースを見ました。それは AI（人工知

日々新に、又た日に新たなり～」
。大曲の花火は全国

能）に関するニュースです。AI と言えばよく分かりま

的に有名な、秋田県を代表する一大イベントですね。

せんが、車では衝突回避（車が勝手に減速）、ネット

1910 年（明治４３年）から続くこの大会は、昼花

を使っていれば、その人の趣味嗜好を覚えて画面上に

火・10 号玉の芯入割物の部・自由玉の部・創造花火

勝手に趣味用品の販促なんかを入れてきますよね！そ

の 4 部門で構成されます。自分で製造したものを持参

んな AI なる技術ですが、アメリカの某有名会社で開

して打ち上げることが大会の参加条件。デザイン・色

発中の AI は、なんと人間が理解できない言語で勝手

彩・創造性を重視して審査し、内閣総理大臣賞を始め

に会話を始めたそうです。人間の理解や想像を超えて

様々な賞が授与されるため、権威のある大会として位

しまったが為に、開発は中止されたそうですが、自分

置づけられています。全国の花火師たちによる色とり

はその時に、映画の「ターミネータ－」を思い出しま

どりの作品の他、大会提供のワイドスターマインを毎

した。AI が人智を超え人間にとって代わろうとする

年楽しみにしている方も多いのではないでしょうか。

「コンピューター VS 人間」の戦いを描いたものです

今年はどんな

が、今まさにその領域に突入しつつあると言う事に戦

花火が打ち上げ

慄を覚えました。医科学でも DNA の書換え（ゲノム

られるのでしょ

編集）が容易かつ確実にできる技術が確立されつつあ

う。とても楽し

ることから、不老不死の人間もいつか創られるんで

みですね。

しょうか…。恐ろしい時代ですね…。 佐々木 学

事務・佐々木

を使っている建物が数多くあるので、
ステンドグラスは、色がついた

足を運んだりして、どういうものか
を表現したものです。ヨーロッパ

★ペット連れOKのフェリー

もあるので、併せてチェックしてみる
興味のある方は、まずは、日本にも

と良いでしょう。
協会や洋館、会館などステンドグラス

フ ェリーには、 ペ ットケ ージ を
備え付けた 『ペ ット ルーム』と いう
のはあ りますが 、 長時 間 の航海が
スト レ スでケ ージ の中 で暴れ てケ
ガ を したり、体 調を崩 したりと い
う心配もあ ります。飼 い主が 自 分
でケ ージ を 用意す ると乗船 でき る
場合もあ りますが 、 乗船中はケ ー
ジ か ら出せな いと いう場合が ほと

とい

が増 える のは嬉 しいですね。

必 要 ですが 、 こうしたサ ービ ス

ケガ や病気 への対応など 配慮が

もち ろん、人と ペ ット の安全、

う フ ェリーが 登場した のです。

ペ ットが 一緒 に過ご せ る

なら）ケ ージから出 して、飼 い主と

用 の個室が 設けられ、（
個室内 のみ

そ こで、 料金 は高めだ けれど専

んど です。

ペットと暮らそう♪

それらを見て回ったり、ショップに

ステンドグラス
ガラスの小片を結合し、絵や模様

の協会の窓によくあり、写真の被

直に触れてみると良いでしょう。
写体としても人気があります。芸術性

自作したい方は教室に通うのが一
の高い繊細で色鮮やかなステンドグ

般的です。予算は、教室代が 10,000
ラスそのものを楽しむほか、ライトや

円程度～、材料費が 5,000 円程度～
陽の光をあて、その変化を楽しむとい

が相場です。まずは、教室などに問い
う魅力があります。

合わせてみましょう。
趣味としては、それらをコレクショ

初心者は、見学できたり体験教室に
ンする他、自作できる教室では、小物・

参加できたりというところもありま
花瓶・ランプの傘などを自分の好きな

す。また、近年はインターネット上で
ように作ることができます。

動画などを活用して受講できる教室

★ 「手元に現金を置かない」はNG

「手 元にお金が あ ると つい使 ってし

ま うから」と、でき るだけ手 元に現金

を 持 た な いよ う に し て いる人が いま

す。けれども、お財布 のお金が 残り

少なくな ると 不安 になり、 そ の度

にＡＴＭからお金を引き出 し、「
な

にかあ ったら困るから、ち ょ っと多め

に引き出 してお こう」と、考 えるよう

にな っていく のです。

そ の結果、必 要以上にお金を引き出

し、使 いすぎ てしま う のです。

貯蓄 している人は、 「ＡＴＭで引き

出す のは月に 一回」の人が多 いと言わ

れ ています。あらか じめ 一カ月 の予定

を立 て、臨時支出も計画的 に引き出す

のです。ＡＴＭとは距離を置く のが節

約や貯蓄 の コツのようです。

～「ボルドーリップ」を取り入れよう～
昨年あたりから、
「ボルドーリップ」が注目されて

イクが苦手という方などは、唇に濃い色を持ってく

います。「ボルドー」はワインで有名なフランスの

ると、それだけで血色が良く見え、華やかな印象を

地名に由来する「赤ワイン」の色のこと。つまり、

与えることができます。

唇の色に、濃紅など華やかな色遣いをするのがトレ
ンドとなっているのです。

現在、様々なブランドからたくさんの「ボルドー
リップ」が販売されていますので、日ごろはなかな

もともと、濃い色の口紅は、本来は秋や冬に使う
のがおススメと言われていました。けれども、近年

か濃い色を使わない方も、ぜひ取り入れてみてくだ
さい、

の流行を受けて、若い世代の人は春や夏、日常から
どんどん使っているようです。30 代以上の大人世
代も、手持ちのリップなどと組み合わせて、内側か
らにじみ出るような上品な色づかいをする人が増
え、人気となっています。
さらに、アイメイクを抑えめの時、また、アイメ

から
まで

「自転車安全利用五則」
現在、自転車関連事故が大きな社会問題となって

①の「例外」は、運転者が 70 歳以上の高齢者や

いるため、政府広報には「自転車安全利用五則」が紹

13 歳未満の子ども、身体の不自由な方の場合や、道

介されています。それは、下記の５項目です。

路標識や道路標示で指定された場合、道路や交通の

①自転車は車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行

状況からみれもやむを得ない場合などです。
また、
歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

するときは、車道寄りの部分を徐行しなければなり

④安全ルールを守る

ません。ベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、

⑤子どもはヘルメットを着用

スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするの
はルール違反です。夜間のライト点灯や飲酒運転を
しないことなども、当然守るべきルールと言えます。
自転車事故の場合、約 4 割の幼児が頭部損傷のけ
がを負っています。ヘルメットは事故の衝撃を吸収
し、子どもの頭部を守るもの、確実に着用させるよう
にしましょう。
安全のためにきちんとルールを守ることは、社会
生活を営む者として知っておくべき常識であり、必
須マナーなのです。

これで今夜のおかずはおまかせ！

【参考】みんなのきょうの料理

http://www.kyounoryouri.jp

料理の名脇役「かぼす」
柑橘類の一つ「かぼす」は大分県特産で、果肉が厚く、100 ～ 150 グラムとテニスボールほどの大きさで
す。夏から秋にかけて最盛期を迎えます。
他の食べ物の元々の味を損なうことなく引き立てるため、大分県では、焼き
魚や焼酎、うどん、おみそ汁など、どんなものにも使われる大の人気者です。
同じ柑橘類で旬も同時期の「すだち」がありますが、こちらはゴルフボール
大で、徳島県産です。かぼすとすだちは同じような使い方をされますが、実際
は大きさだけでなく、香りにも多少違いがあります。
いずれも、焼き物からデザートまで、幅広く活躍する名脇役であることは間
違いないようです。

＜今月のヒント＞ 「天窓」のメリット・デメリット
の天井は 40℃くらいになりま

替えたり、断熱対策が必要な場合

すが、天窓を 10 分ほど開けてお

も出てきます。屋根の全面改築と

くと室内が 5 ～ 10℃ほど下が

併せて検討しましょう。

ります。それから冷房をつけえれ
屋根のリフォームをする際、天

ば電気代の節約になるでしょう。

窓を希望する人が増えています。

ただし、家の構造によっては天

住宅密集地でも天窓なら周囲を

窓取りつけ以外のコストがかさ

気にしないで採光ができ、通風に

みます。たとえば上階がバルコ

も良いというのが人気の理由の

ニーなら雨仕舞いを慎重に考え

ようです。

なくてはなりません。バルコニー

確かに、天窓は同じ大きさの窓

床を支える構造斉が入っていれ

面積なら通常の約 3 倍の明るさ

ば天窓の位置が制限されます。防

を確保できます。また、夏の室内

水対策として屋根の一部を貼り

連日の真夏日に、手軽にできる暑さ対策はないか…という人
にオススメなのが「遮熱・断熱シート」です。夏は冷房、冬は暖
房効率を高めることができる手軽な省エネアイテムとして注目が
集まっています。
株式会社ニトムズが販売する『省エネ窓ガラス断熱シートクリ
ア』は、透明度の高い高性能シートが紫外線を９９％カットし、
オールシーズン使用可能で夏は涼しく冬は暖か。粘着テープを使
わない水貼りタイプで、きれいに貼れてきれいに剥がせます。
また、３ M ジャパングループの『３ M スコッチティントウインド
ウフィルム LE65CLAR』も９９％紫外線をカットし、オールシーズ
ン室内を快適にします。地震・突風などでガラスが割れてもガラスの
飛散防止機能もあります。
他にも様々な企業から遮熱・断熱シートが販売されています。オー
ルシーズンのものだけでなく、夏用と冬用それぞれのものもあります
ので、目的に合ったシート試してみてはいかがでしょうか？
参考文献：株式会社ニトムズ「省エネ対策シリーズ製品情報」
３ M ジャパングループ「LE65CLAR で夏の遮熱と冬の断熱対策ができます」

今月も、私たちの作ったニュースレターを
ご覧いただきましてありがとうございました。
来月も一生懸命作ります。お楽しみに！

