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There was a time when I was
in a hurry as you are.
I was like you.
There was a day when I just
had to tell my point of view.
I was like you.
Now I don’t mean to make you frown.
No, I just want you to slow down.

※Have you never been mellow?
Have you never tried
to find a comfort from inside you?
Have you never been happy
just to hear your song?
Have you never let someone else
be strong?

Running around as you do
with your head up in the clouds,
I was like you.
Never had time to lay back,
kick your shoes off, close your eyes.
I was like you.
Now you’re not hard to understand
you need someone to take your hand.

※繰り返し

そんな頃があったわ、
私もあなたみたいに急いでいたわ
あなたに似ていたわ
そんな日があったわ、ただ私は
私の考えをいわなければならかったわ
あなたに似ていたわ
今、私はあなたに苦い顔させるつもりはないわ
違うのよ、
私はただあなたにゆっくりしてほしいのよ

※あなたは今までにくつろいだことあったかしら？
あなたは今までにやってみたことがあるかしら
あなた自身の中から安らぎを見つけようと？
あなたは今までに幸せだったかしら
ただ自分の歌を聞いて？
あなたは今までに誰かにしてあげたことがあるかし
ら
力づけたことが？

あなたみたいに走り回ってたわ
あなたが雲の中に頭をもたげるように夢見てたの
あなたに似ていたわ
今までに寝転ぶなんてなかったでしょ
靴を脱ぎすてて、瞳を閉じて
あなたに似ていたわ
今なら、あなたのことを理解できるの
あなたには手を取ってくれる誰かが必要なのよ

※繰り返し

Have You Never Been Mellow
～そよ風の誘惑～ Olivia Newton-John
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１１月２０日(土)・２１日(日)

「壁付け」「床置き」
「天吊り」
選べる設置スタイル

キッチン壁面
マグネット対応
化粧ボード

フレームシェルフ

冷蔵庫に
メモ張りは
もう古いわネ

リフォームに
ワンポイント

しらかば彩 開催予定

※同封のチラシをご覧ください



屋根が傷んできたので、
葺き替えました。
ケアもラクだし、雨漏り
の心配をしなくて良いの
で、台風が来ても安心。

リフォームしました

～ 屋根を葺き替えました～

<before> <after>

有り難う
ございました。

＜Y様から＞

＜Ｉ様から＞

＜Ｔ様から＞

外壁と一緒に屋根も塗装しようと思ってみてもらったら、カラーベストの屋根が危ない状態に
なっていました。これでは塗装は無理･･･（屋根の上に乗ることができません）ということで、
カバー工法できれいな新しい屋根に替えました。
屋根も壁もきれいになって、イメージも変わって、満足です。

外壁の塗装と屋根の上の鳩小屋の修理の予定でしたが、
思ったより屋根が傷んでいたので、葺き替えることに
しました。
屋根のことだから、いつでもというわけにはいきませ
んからね。
強風や台風、豪雨。屋根が飛んだり、雨漏りになって
からでは遅いですから。

<after>

3

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≫



あれば便利 豆知識
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きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに

衣片敷きひとりかも寝む

後京極摂政前太政大臣
ごきょうごくせっしょうさきのだじょうだいじん

＜現代語訳＞
コオロギが鳴いているこの霜の夜の、寒々とした筵の上に自分の衣の片袖を敷いて、

私はただ一人寂しく寝るのであろうか。

この歌は、晩秋の霜の降る寒い夜に一人で寝る寂しさを詠んだもので、静けさの中に響くコオロギの声が
侘しさ、哀れさをいっそう強調しています。当時は、今のコオロギをキリギリスと呼び、反対に今のキリ
ギリスをコオロギと呼んでいました。「衣片敷き」は自分の衣の片袖を敷くことで、恋人と共寝をする時
はお互いの衣の袖を敷きかわし、ひとりで寝る時は自分の衣の片袖だけを敷くところから、ひとり寝の象
徴となっています。

さむしろ・・・接頭語「さ」+むしろで「寒し」の意味が掛けられている

～Cf.よくわかる百人一首～

＝ 自然現象 雨・風・雪＝

①斑雪 ②春一番 ③微雨 ④氷雨 ⑤雹
⑥吹雪 ⑦牡丹雪 ⑧霙

～Cf.読めない漢字が読める本～
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コロ付の椅子、便利ですよね。余分な力を入れずにサッと引けてラクラク。
といつも喜んで事務所の椅子を使っていました。足をけがした時など、椅子に
座ったまま移動できて、グッジョブ！！と椅子に言いたくなったほど。それがで
すね、少し前、危なかったのですよ。椅子に座ってスッと引いた時、本当に滑ら
かにスッと椅子が引けて、私めのお尻がそれに乗り遅れてしまったのですよ。
びっくり仰天！ 想像されたでしょう。まさしくその通り。コケました。ぶつけ
ました。青あざつくりました。悲しや、悲しや・・・
そんな訳で、他に便利だけど危なそうなものを考えてみました。そこで思いつい
たのが、スーパーのカート！便利便利、とっても便利。でも、何かのきっかけで
変に体重がかかってしまったら・・・ブレーキないですからね。杞憂かな。杞憂
で終わることを願って・・・

しもよ

ころもかたし
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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

『あの日、君は何をした』

著者 まさきとしか

『あの日、
君は 何をした』

連続殺人容疑者が警察から逃走した 3日後
の深夜、パトカーの追跡により男子中学生
が事故死した。この男子生徒の家族を中心
によくある裁判沙汰へと話は展開していく
かと思いきや、家族崩壊の予兆を感じさせ、
1 5年後に話は飛ぶ。何がどう繋がっていく
のだろうかと興味をそそる展開。そして、
最後に少年の事故死の理由の鍵が記される。
読み返すと、登場人物がどこかで繋がって
いて、人間の心の闇を見た気がする。秀逸。

漢 字
① はだらゆき・まだれゆき⇒ まだらに降り積もった雪。はだれゆき。

② はるいちばん⇒ 立春後、初めて吹く強い南風。

③ びう⇒ 小雨。わずかな雨。

④ ひさめ⇒ みぞれに近い冷たい雨。

⑤ ひょう⇒ 雷雨に伴って降る氷の塊。

⑥ ふぶき⇒ 激しい風と共に降る雪。

⑦ ぼたんゆき⇒ 雪の結晶が多数付着し合い雪片の大きな雪。

⑧ みぞれ⇒ 雪が雨混じりに降るもの。
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