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I’m nothing special, in fact I’m a bit of a bore
If I tell a joke, you’ve probably heard it before
But I have a talent, a wonderful thing
‘Cause everyone listens when I start to sing
I’m so grateful and proud
All I want is to sing it out loud

So I say thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it? I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance, what are we?
So I say thank you for the music, for giving it to me

Mother says I was a dancer before I could walk
Mhm, she says I began to sing long before I could talk
And I’ve often wondered, how did it all start?
Who found out that nothing can capture a heart
Like a melody can?
Well, whoever it was, I’m a fan

So I say thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it? I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance, what are we?
So I say thank you for the music, for giving it to me

I’ve been so lucky
I am the girl with golden hair
I wanna sing it out to everybody
What a joy, what a life, what a chance

Thank you for the music, the songs I’m singing
Thanks for all the joy they’re bringing
Who can live without it? I ask in all honesty
What would life be?
Without a song or a dance, what are we?
So I say thank you for the music, for giving it to me（×２）

私は特別な人間じゃない、実際ちょっと退屈なくらい
私が言うジョークなんて、聞いた事あるものばかり。
だけど私には才能があるの、素晴らしい才能
私が歌えば、みんなが耳を傾ける。
感謝と誇りを込めて
ただ大きな声で歌いたい

だから言わせて、私が歌うこの歌、
音楽にありがとう、と。
音楽がもたらす楽しみに、ありがとう。
音楽無しには生きられないでしょう、
心底尋ねてみたいわ
歌やダンスの無い人生ですって？
そんなの考えられる？
だから言うわ、授かった音楽に、ありがとう、と。

お母さんが言うの
「あなたは歩くより先に踊った」って
「話すより先に、歌い始めた」って。
でもたまに思うわ、どうやって始めたんだろう？って
メロディみたいに
人の心を捉えるものなんて無いでしょう？
誰が見つけたのかしら
ただ、それが誰であれ、その通りね

だから言わせて、私が歌うこの歌、
音楽にありがとう、と。
音楽がもたらす楽しみに、ありがとう。
音楽無しには生きられないでしょう、
心底尋ねてみたいわ
歌やダンスの無い人生ですって？
そんなの考えられる？
だから言うわ、授かった音楽に、ありがとう、と。

私はとっても幸せだった
私は金色の髪をした少女
私は、みんなに向けて歌いたい
なんて楽しい、素敵な人生、何ていう巡り合わせ！

だから言わせて、私が歌うこの歌、
音楽にありがとう、と。
音楽がもたらす楽しみに、ありがとう。
音楽無しには生きられないでしょう、
心底尋ねてみたいわ
歌やダンスの無い人生ですって？
そんなの考えられる？
だから言うわ、授かった音楽に、ありがとう、と。

Thank You For The Music
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柿渋タンニンで
24時間きれいな空気と暮らす家

≪しらかばの家は健康を考えた家≫

シロアリ発見！

暖かいを通り越しそうな暑さのせいでしょうか。「シロアリがでた！」というお電話を頂
いています。４月～６月頃がシロアリの繁殖しやすい時期です。パッと見はただの蟻なの
かシロアリなのか分かりにくいので、羽根アリを発見した時は以下のことに気を付けて下
さい。

①殺虫剤などの薬をまかない。吹きかけない。
②生きたままの羽根アリを採取する。
③しらかばハウジングへ電話する。

シロアリは早目の対処が必要です。
人体に害のない

『セントリコンシステム』
がおススメです。
詳細はスタッフまで。

外壁塗装もしらかばで

１０年を目処に外壁の塗装を考えていらっしゃると思います。
日光が良く当たるところは、劣化が早まります。よく見て手入れ
をしましょう。この外壁の塗装時に忘れてはいけないのが、屋根
です。屋根の状態もチェックして、補修・塗装をしましょう。意
外に屋根は落とし穴だったりします。ご相談下さい。

屋根と言えば、訪問販売的な営業で、すぐに直さないといけな
いと言い、かなり高い金額を提示されるケースがあるようです。
そのような時はすぐに契約せず、しらかばに相談して下さい。

弊社おススメ塗料は、オーストラリアのオペラハウス、シンガ
ポールのマリーナベイ・サンズなど海外の有名な建物に使用され
ている塗料です。詳しくはお問い合わせください。
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アラウーノＳが
進化したヨ！

必見 ここが変わった

①オート洗浄・クローズ洗浄モード

②洗剤補充タンクの位置

③ステンレスノズル
※タイプによって機能が変わります

コロナ禍の中で、「便蓋・便座を触らずに開閉できるトイレが欲しい。アラウーノＬ１５０
よりお値打ちであれば嬉しいな。」と声をかけられるようになりました。

正にその声にピッタリな商品が『アラウーノＳ１６０』です。
今までの機能、激落ちバブル・トリプル汚れガード・スゴピカ素材・スキマレス設計・ター
ントラップ方式に上記の３ポイントが加わり、より衛生面と使い勝手の良さが充実しました。

これに加え、手洗いを連動水栓にすれば、蛇口に触ることなく手が洗え衛生的です。

しかし、年をとるということを考えると、便器に手摺り（アームレスト）がつけられる
アラウーノＬ１５０をお薦めいたします。また、アラウーノＬ１５０には、除菌効果の
あるオゾンウォーター、臭いや汚れを抑制するナノイーＸを搭載。ぜひ、一考して下
さい。

しらかば彩で
展示するヨ！
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あれば便利 豆知識



玉の緒よ絶えねば絶えねながらへば

忍ぶることの弱りもぞする

式子内親王
しょくしないしんのう

＜現代語訳＞
我が命よ、絶えるなら絶えてしまえ。このまま生きながらえていると、堪え忍ぶ

力が弱まって、恋心を秘めていられなくなるかもしれないから。

新古今集の詞書に「百首の歌の中に 忍恋を」と記されている題詠歌である。題詠歌は、心情の変化より、
技巧に凝った象徴的な歌とされる。しかしこの歌からは、抑えようとしても抑えきれずに、心の底からあ
ふれ出てきたような強い感情が伝わってくる。秀歌と呼ばれる所以である。

玉の緒・・・命、生命 「絶え」「ながらへ」「弱り」は「緒」の縁語
弱りもぞする・・・「も」「ぞ」は係助詞で、二つ重ねた形で「～かもしれない、～すると困る」

という懸念を表す
～Cf.よくわかる百人一首～

＝ 自然現象 雨・風・雪＝

①小夜嵐 ②地雨 ③時雨 ④疾風 ⑤驟雨
⑥秋霖 ⑦春雪 ⑧旋風

～Cf.読めない漢字が読める本～
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先日、帰宅途中で聞いていたテレビの話です。運転中は、テレビ画像は見ないし、
見てはいけないのでよく聞いているのです。うろ覚えですが「顔と名前を知られ
てはいけない職業」というので、どんな職業だろうと興味半分で聞いていたとこ
ろ、その職業といううより、その職業に関する内容に愕然としました。それは、
『チャイルドライン』のボランティアをされている方を取り上げた中でのことで
した。コロナ禍の中で、子供たちの利用がすごく増えたと。チャイルドラインを
利用できるのは１８歳までの子供だそうです。この子供たちのやるせない声の中
に「自分たちは毎日毎日マスクをかけて、給食だって前を向いて喋らずに食べて
いるのに、大人はどうしてマスクをかけないで、騒いでいるのか。」衝撃のひと
言だと思いました。子供たちはストレスが溜まる中、頑張っているのです。友達
と話をしながら楽しく給食を食べたい。でもできない。それなのに、テレビの
ニュースで流れる大人や、街で見かける大人の中に、平然とマスクをかけない人
がいるという事実。子供の模範であるはずの大人がそれでは、悲しいですね。顔
向けできませんね。
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安全・安心・健康をお届けする

B O O K
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本の紹介

『倚りかからず』

著者：茨木のり子

『倚りかからず』

「もはや／いかなる権威にも倚りかかりたくは
ない／ながく生きて／心底学んだのはそれぐ
らい／じぶんの耳目／じぶんの二本足のみで
立っていて／なに不都合のことやある／倚り
かかるとすれば／それは／椅子の背もたれだ
け」

この本の中の１篇『倚りかからず』。
力強く、凛としていて、些細なことに悩
んでいる自分を解放してくれるそんな詩。

漢 字① さよあらし⇒ 夜に吹く嵐。

② じあめ⇒ 同じ呈の強さで長い間降り続ける雨。

③ しぐれ⇒ 晩秋から初冬にかけて一時的に降ったりやんだりする雨。通り雨。

④ しっぷう⇒ 早く激しく吹く風。はやて。

⑤ しゅうう⇒ 急に降り、すぐやむ雨。にわか雨。

⑥ しゅうりん⇒ 秋の長雨。初秋の頃に振る雨。

⑦ しゅんせつ⇒ 春になって降る雪。春の雪。

⑧ せんぷう⇒ 渦巻き状の風。つむじかぜ。
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