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Rainy Days and Mondays Carpenters

Talking to myself and feeling old
Sometimes I’d like to quit, nothing ever seems to fit
Hanging around, nothing to do but frown
Rainy days and Mondays always get me down

What I’ve got they used to call the blues
Nothing is really wrong, feeling like I don’t belong
Walking around, some kind of lonely clown
Rainy days and Mondays always get me down

Funny but it seems I always wind up a-here with you
Nice to know somebody loves me
Funny but it seems that it’s the only thing to do
Run and find the one who loves me

What I feel has come and gone before
No need to talk it out, we know what it’s all about
Hanging around, nothing to do but frown
Rainy days and Mondays always get me down

Funny but it seems that it’s the only thing to do
Run and find the one who loves me

What I feel has come and gone before
No need to talk it out, we know what it’s all about
Hanging around, nothing to do but frown
Rainy days and Mondays always get me down

Hanging around, nothing to do but frown
Rainy days and Mondays always get me down

独り言を呟いて、年をとったと感じるの
時々すべてを投げ出したくなる、
何一つ上手くいってないみたい
所在なく、不機嫌な顔して
雨の日と月曜は、いつも気が滅入る

こんな気持ちを “ブルー” って呼ぶのね
何かが間違っているわけでもなく、
なんだか自分じゃないみたいで
孤独なピエロのように、さまようの
雨の日と月曜は、いつも気が滅入る

変よね、結局いつもあなたの事を考える
誰かが愛してくれるって素敵
変よね、私にできる事と言えば
私を愛してくれる人（あなた）のもとへ、
駆けていく事だけ

やって来ては消えていく気持ちを
話す必要なんて無い、私たちにはわかる
所在なく、不機嫌な顔して
雨の日と月曜は、いつも気が滅入る

変よね、私にできる事と言えば
愛してくれるあなたのもとへ、
駆けていく事だけ

やって来ては消えていく気持ちを
話す必要なんて無い、私たちにはわかる
所在なく、不機嫌な顔して
雨の日と月曜は、いつも気が滅入る

所在なく、不機嫌な顔して
雨の日と月曜は、いつも気が滅入るの
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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≫

何か、壁紙が気になるのよね、
最近・・・

床がふわふわというのか、
ペコペコしてきたようだなぁ。
気になる・・・

在宅ワークは気に入っているのだけれど、
やっぱりパーソナルスペースで仕事したいな。

在宅ワークで家に居ることが多くなって、
部屋が汚れやすくなってきたのよね。

特にトイレ！！
お掃除がラクな方がいいわねぇ。

気になることは早目に 相談して下さいネ

在宅ワークで
エアコンを長時間使うようになって
電気代が増えて困ったなぁ・・・



農業をしていた名残の
農機具倉庫を解体して、
そこにガレージを作り
ました。
今までは、倉庫の空い
たスペースに自動車を
止めていたりしていた
のですが、狭いし、倉庫も古くなり、
崩れるのが心配なので新しくガレージを
作ることにしました。
雨の日や外出や帰宅時にわざわざ自動車から
降りなくて済むように、電動シャッターを付けました。また少しゆったり目に作ったので、
自動車の出し入れが楽になりました。時短と快適さが増えて嬉しい限りです。

の

9月中旬 完成予定！
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リフォームしました

～ 倉庫を解体して、ガレージにしました ～

<before>

<after>

S様有り難う
ございました。

＜S様から＞
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あれば便利 豆知識



見せばやな雄島のあまの袖だにも

濡れにぞ濡れし色はかはらず

殷富門院大輔
いんぷもんいんのたいふ

＜現代語訳＞
あなたに恋焦がれて流す血の涙で、色まで変わってしまったこの袖をお見せした

いものです。あの松島の雄島の漁夫のそでさえ、波にひどく濡れながらも、色まで
は変わりませんのに。

この歌は、源重之が詠んだ『松島や雄島の磯にあさりせし あまの袖こそかくは濡れしか』を本歌とする
本歌取りの歌です。本歌取りというのは、昔の有名な歌の一部を引用したり、アレンジして新しい歌を作
る和歌の技巧の一つです。源重之の歌は「あなたを恋い慕って流す涙で、こんなにも群れている私の袖に
匹敵するのは、いつも波に濡れている雄島の漁夫の袖だけです。」というもので、殷富門院大輔はこれに
こたえる形で歌っています。あまりの悲しみに泣き疲れ、涙が枯れ果てると最後には血の涙が流れるとい
う言い伝えを基に、恋しい人を思って泣き暮らす女性の嘆きを詠んだ歌です。

～Cf.よくわかる百人一首～

＝ 自然現象 雨・風・雪＝

①菜種梅雨 ②涙雨 ③根雪 ④野分 ⑤南風
⑥白雨 ⑦麦雨 ⑧白魔

～Cf.読めない漢字が読める本～
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コロナ禍の中で、オリンピックが始まりました。オリンピック開催の是非は置い
ておきまして、選手の皆さんの活躍は感動しますね。開催国であるが故の重圧。
いかに平常心を保てるか、勝負へのこだわりを強く持つか・・・言葉では簡単で
すが、実際は難しい。スポーツの世界だけではなく、日ごろの生活の中にも言え
ることだと思います。無観客の中でより集中力を発揮できる人、観客の声援を糧
として日頃以上の力を発揮する人。今回のオリンピック、選手の皆さんはどう
思っているのでしょうか。「そんなのかんけえねぇ ! !」と彼のお笑い芸人の言葉
を口にするでしょうか。してほしいというのが個人的な感想です。
どの選手の試合も力が入り感動ものなのですが、女子柔道７０キロ級の新井選手
の準決勝は、ハラハラドキドキ、そして思わず握り拳を・・・ちょうどテレビを
つけたら新井選手の試合でした。何度も何度も技を決めに行くのですが、相手の
体の柔らかいこと柔らかいこと。寝技が決まらない。あと少しのところでスルリ
とかわされる。16分41秒という長い戦いの末、勝利。う～ん、すごい ! !

おじま



【建設業許可】知事（般 -2）第45201号 【設計事務所】知事（い -30）第9256号
【宅地建物取引業免許】知事（６）第17880号 【E-ma i l】 i n fo@sh i r akaba -h . com
【ﾎｰﾑﾍﾟｰｼ ﾞ】ht tps : //www.sh i r akab -h . com/

〒448-0816 刈谷市半城土西町２丁目１８番地１３
℡ . ０５６６－２１－８１７１ 月曜定休

安全・安心・健康をお届けする

B O O K
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本の紹介

『ニャンニャン にゃんそろじー』

著者：有川ひろ・ねこまき・蛭田亜紗子・小松エメル
深谷かほる・真梨幸子・ちっぴ・町田康

『ニャンニャン
にゃんそろじー』

５つの小説と４つの漫画からなる猫愛あ
ふれるアンソロジー。
ペットと言えばワンちゃん！という風潮
が変わり始めてしばし経ち、ネコちゃん
人気も上昇。著者の皆さんも各々猫を飼
い、癒されたり、楽しんだり、家族の一
員として一緒に過ごしている、そんな猫
大好き人間の心が根底に垣間見えるよう
な猫好きには楽しめる 1冊。

漢 字① なたねづゆ⇒ 菜の花が咲く頃に降り続く雨。

② なみだあめ⇒ 少し降る雨。悲しみの涙が化して降ると思われる雨。

③ ねゆき⇒ 雪解けの時期までずっと残る下積みの雪。

④ のわき・のわけ⇒ 秋の台風の古い呼び名。秋の野の草を吹分ける強い風。

⑤ はえ⇒ 南から吹く風。沖縄では南の方位を「はえ」という。

⑥ はくう⇒ 明るい空から降る雨。夕立、にわか雨。

⑦ ばくう⇒ 麦が熟する頃に降る雨。五月雨。

⑧ はくま⇒ 恐ろしい被害をもたらす大雪を魔物に例えたもの。
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